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平成20年3月期決算の概要（連結）

：

：

：

：

：

上記の結果、238億円の当期純損失を計上。当 期 純 利 益

73億円の特別損失を計上。
住宅ローン事業の事業移転損失引当金（37億円）、早期退職優遇制度の実施による割増退職金
支給（13億円）、業務提携アドバイザリーフィー（10億円）、投資有価証券の評価損（9億円）など。

特 別 損 失

190億円の経常損失を計上。
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、利息返還損失引当金繰入
額を212億円計上したことなどによる。

経 常 利 益

972億円、前年同期比、 92億円（8.7%）の減収。営 業 収 益

2兆6,287億円、前年同期比、368億円（1.4%）の増加。取 扱 高

（単位：億円）

18－▲256 ▲238当 期 純 利 益

121▲39.4%▲47 73特 別 損 失

61▲98.8%▲60 0特 別 利 益

88－▲279 ▲190経 常 利 益

1,064▲8.7%▲92 972営 業 収 益

25,919+1.4%+368 26,287取 扱 高

実績増減率増減額実績

平成19年3月期前年同期比平成20年3月期
連 結
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経常利益の増減要因（連結）

総合あっせん収益は増収、個品あっせん・融資収益は減収。

人件費は減少、金融費用は増加。

利息返還損失引当金の繰入が大幅増加。

経常利益の増減要因分析
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キャッシュフロー計算書（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、 224億円増加。

【増加要因】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たこと、また債権流動化を実施し

たことで、売上債権が590億円減少したことによる。

【減少要因】税金等調整前当期純損失の計上に伴い、

263億円減少。

投資活動によるキャッシュ・フローは、179億円減少。

【減少要因】クオークの株式取得および子会社のリース事

業における貸与資産の取得等による。

財務活動によるキャッシュ・フローは、207 億円減少。

【増加要因】三井住友フィナンシャルグループ・三井物産と

の資本提携による387億円の資金調達。

【減少要因】有利子負債（長短借入金およびCP）563億円

の返済。

この結果、当期末における現金及び現金同等物は、

516億円となる。

（単位：億円）

平成19年

3月期実績

平成20年

3月期実績
連 結

677516現金及び現金同等物

▲469▲207財務活動によるキャッシュフロー

13▲179投資活動によるキャッシュフロー

40▲88その他

▲45▲43割賦利益繰延の減少額

25▲79仕入債務の増加額（▲は減少額）

▲67▲73資産流動化受益債権の増加額

521590売上債権の減少額

130121利息返還損失引当金の増加額

5359減価償却費

29▲263税金等調整前当期純利益

686224営業活動によるキャッシュフロー

前期末から160億円減少
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利息返還損失引当金の状況

H20.3下期の利息返還損失実績が46億円となった状況変化を踏まえ、引当金の見積りを見直し。

20年3月期末では、利息返還損失引当金を261億円計上、19年3月期末の136億円に対し、124億円の積み増し。

H20.3通期の利息返還損失は91億円。上期実績は18億円、過年度分の26億円を加える44億円。

下期については、中間期の19億円という見込みに対し、実績46億円と、大幅な増加。

H20.3通期の損益計算書に計上されている利息返還損失引当金繰入額は、212億円。

124億円の積み増しと、返還損失の実績91億円の合計215億円、その内事業承継をしたCF青森分が3億円含まれており、そ
の分を差し引き、212億円を計上。

利 息 返 還 損 失
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貸付金充当額（過年度分) 17 

現金返還額（過年度分) 9 

貸付金充当額 6 9 13 24 

現金返還額 5 5 4 22 

合計 11 15 44 46 

H19.3上期 H19.3下期 H20.3上期 H20.3下期

利息返還損失引当金
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利息返還損失引当金 136 129 261

H19.3 H19.9 H20.3

H20.3通期91億円

過年度処理額26億円、
H20.3上期分18億円

通期27億円

(H19.3期は未返還分を含む)

124
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平成20年3月期決算の概要（単体）

：

：

：

：

：

上記の結果、235億円の当期純損失。当 期 純 利 益

事業移転損失引当金繰入額、割増退職金および投資有価証券評価損などを計上。特 別 損 失

189億円の損失：営業収益の減収に加え、利息返還損失引当金繰入額を212億円計上。経 常 利 益

907億円、前年同期比、 101億円（10.0%）の減収：総合あっせんは増収となったものの、
個品あっせんや融資等に係る収益は取り巻く環境の厳しさから減収。

営 業 収 益

2兆6,233億円、前年同期比、372億円（1.4%）の増加。取 扱 高

（単位：億円）

19－▲255 ▲235当 期 純 利 益

121▲39.7%▲48 73特 別 損 失

61▲99.0%▲61 0特 別 利 益

89－▲278 ▲189経 常 利 益

1,008▲10.0%▲101 907営 業 収 益

25,860+1.4%+372 26,233取 扱 高

実績増減率増減額実績

平成19年3月期前年同期比平成20年3月期
単 体
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取扱高の状況（単体）

19/3期前年同期比20/3期部門別
取扱高

25,860+1.4%+37226,233合 計

8,997+11.4%+1,02910,026そ の 他

1,981▲8.6%▲1701,811融 資

5,822▲8.5%▲4945,327信 用 保 証

4,096▲11.9%▲4883,608個品あっせん

4,962+10.0%+4965,459総合あっせん

実績増減率増減額実績

（単位：億円）

総取扱高は2兆6,233億円、前年同期比372億円（1.4％）の増加。

クレジット事業の減少を、カード事業およびその他事業の増加でカバーした。

カード事業は、クレジットカード取扱高（キャッシングを含む）は前年同期比3.4%増、

特にカードショッピングの取扱高は前年同期比10.0％増と、拡大基調を継続。

クレジット事業は、割賦販売法の見直し、「特定商取引に関する法律」の規制強化

への対応もあり、ショッピングクレジットで前年同期比23.1%減と軟調に推移。

その他事業は、集金代行やコンビニ収納業務が地方自治体･官公庁などとの提携

拡大により、前年同期比9.7%増と堅調に推移。

オ ー ト ロ ー ン

ショッピングクレジット

ロ ー ン カ ー ド

ク レ ジ ッ ト カ ー ド

2,700▲23.1％▲6242,075

5,382▲17.2％▲9234,458ク レ ジ ッ ト 事 業

290▲9.4％▲27263

19/3期前年同期比20/3期事業別
取扱高

25,860+1.4％+37226,233合 計

10,135+9.7％+98511,120その他事業（集金代行他）

2,681▲11.2％▲2992,382

10,052+3.4％+33810,390

10,343+3.0％+31110,654カ ー ド 事 業

通期実績増減率増減額実績

（単位：億円）
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営業収益の状況（単体）

▲0－▲21▲21
債権流動化
影 響 額

1,008▲10.0％▲101907合 計

19/3期前年同期比20/3期部門別
営業収益

1,009▲7.9%▲79929
小 計
（債権流動化
影 響 前 ）

64+4.2%+267そ の 他

401▲10.5%▲42358融 資

141▲1.1%▲1139信 用 保 証

270▲15.6%▲42228個品あっせん

132+2.7%+3135総合あっせん

実績増減率増減額実績

（単位：億円）

営業収益は、前年同期比10.0%減収の907億円。

債権流動化の影響前では、前年同期比7.9%減収の929億円。

カード事業は、貸付金利の引き下げの影響により、前年同期比5.4%減収の515億円。

クレジット事業のうち、ショッピングについては、規制強化への対応から加盟店管理の

強化・充実を図っていることもあり、前年同期比14.8%減収の199億円。

オートローンについても、与信の厳格化などにより、前年同期比6.4%減収の103億円。

その他事業は、 銀行保証収益等の減収により、前年同期比7.2%減収の111億円。

▲0－▲21▲21債 権 流 動 化 影 響 額

1,009▲7.9％▲79929小計（債権流動化影響前）

オ ー ト ロ ー ン

ショッピングクレジット

ロ ー ン カ ー ド

ク レ ジ ッ ト カ ー ド

234▲14.8％▲34199

344▲12.1％▲41302ク レ ジ ッ ト 事 業

91▲1.4％▲190

19/3期前年同期比20/3期事業別
営業収益

1,008▲10.0％▲101907合 計

120▲7.2％▲8111その他事業（集金代行他）

110▲6.4％▲6103

452▲6.2％▲28424

544▲5.4％▲29515カ ー ド 事 業

通期実績増減率増減額実績

（単位：億円）
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カード事業の状況（クレジットカード）

クレジットカード営業収益

-100
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（単位：億円）

流動化影響額 19 6 -9

営業収益（実態） 406 452 424

営業収益 426 459 415

H18.3 H19.3 H20.3

三井住友カードとVJA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。

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。

新規提携先として、北陸の大手ドラッグストア、阪神地区最大級のショッピングセンターとの提携カードを発行。

加盟店開拓として、東京都水道局、横浜市水道局、社会保険庁との契約により公金のカード決済を可能化。

カード業務のフィービジネスの一環として、大手石油元売会社が発行するハウスカードの業務を全面受託。

会員獲得＆稼働率向上策として、各種ポイントサービスの充実のほか、顧客属性やカード利用情報に基づいて

セグメント化し、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、などの施策を展開。

有効会員の状況

400
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（単位：
万人）

30%

35%

40%

45%

50%

会員数 837 849 838

稼働率 33.8% 36.8% 43.0%

H18.3 H19.3 H20.3

キャッシング残高の状況

700

800

900

1,000

1,100

1,200

（単位：
億円）

キャッシング残高 1,137 1,181 1,091

H18.3 H19.3 H20.3
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カード事業の状況（ローンカード）

ローンカード営業収益

0

20

40

60

80

100

（単位：億円）

流動化影響額 0 0 0

営業収益（実態） 78 91 90

営業収益 78 91 90

H18.3 H19.3 H20.3

過払利息返還請求への対応や、それに関連する債務整理の影響もあり、 新規

及び途上与信における厳格化を進めるなど、足元は慎重な対応。

一方、多様な顧客ニーズに対応すべく「CF VIP LOAN CARD」（上限金利問題に

対応した低金利大型ローンカード）を発売し、インターネット経由での会員募集

に注力するなど、これまでにない新しい顧客層を開拓。

ローンカード会員の状況

0

20

40

60

80

（単位：
万人）

会員数 73 69 68

H18.3 H19.3 H20.3

ローンカード残高の状況
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400

（単位：
億円）

ローン残高 365 396 385

H18.3 H19.3 H20.3
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クレジット事業の状況（ショッピング）

ショッピングクレジット営業収益

-50

0

50

100

150

200

250

300

（単位：億円）

流動化影響額 11 -5 -11

営業収益（実態） 243 234 199

営業収益 255 229 187

H18.3 H19.3 H20.3

ショッピングクレジット取扱高

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

（単位：
億円）

取扱高 3,059 2,700 2,075

H18.3 H19.3 H20.3

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推移。

業務の効率化や個人情報保護の強化に向けて、信販業界では初となる「デジタルペ

ン」によるクレジットの申し込みを開始し、積極的に展開中。

割賦販売法の見直し、「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。この影響により取扱高・営業収益ともに減少。

事業基盤の整備に向け、採算管理手法の充実や与信審査モデルの精度向上など、

管理・推進体制の強化を図る。
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クレジット事業の状況（オートローン）

オートローン営業収益

-20

0

20

40

60

80

100

120

（単位：億円）

流動化影響額 6 -2 0

営業収益（実態） 109 110 103

営業収益 116 108 102

H18.3 H19.3 H20.3

オートローン取扱高

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

（単位：
億円）

取扱高 2,846 2,681 2,382

H18.3 H19.3 H20.3

国内自動車販売の減少や、与信の厳格化を進めたことから、取扱高は減少。

残価設定型オートローンは顧客ニーズを捉え、取扱の落ち込みを抑えた。

提携ローンを推進（有利子負債の圧縮及び資金調達方法の多様化を推進）。
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その他事業の状況（集金代行他）

集金代行

集金代行やコンビニ収納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

官公庁や自治体との提携を引き続き積極的に推進

（県税・水道料金の収納など）。

銀行無担保ローン保証

全国の営業店網を活かし、地方銀行・信用金庫・信用

組合など地域金融機関との取引を積極推進。

戦略商品として「残価設定(据置)型マイカーローン」を

販売、全国の金融機関の提携個人ローン商品として一

層の拡大を図る。

その他

住宅ローン事業からは撤退済み。

（⇒住宅ローン事業の移転方針を決定し、事業移転を前

提とした損失見込額37億円を、事業移転損失引当金

繰入額として特別損失に計上。）

《H17年度》 愛知県、宮城県

《H18年度》 新潟県、兵庫県国税庁

《H19年度》 浜松市、富士市財務省

県税・市税の主な新規提携先官公庁

集金代行提携済の官公庁・自治体

その他事業の営業収益

0

50

100

150

（単位：億円）

集金代行 31 33 33

ローン保証 50 48 45

その他 52 38 33

計 135 120 111

H18.3 H19.3 H20.3
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経費の状況

一般経費

320

330

340

350

360

（単位：
億円）

一般経費 349 354 351

H18.3 H19.3 H20.3

人件費は、効率化を推進し、パート・人材派遣
の費用を抑制したことにより、前年同期比9億
円減少の206億円。

人件費

180

190

200

210

220

（単位：
億円）

人件費 217 215 206

H18.3 H19.3 H20.3

一般経費は、販促費および広告宣伝費、電算
機費ならびに諸手数料の見直し等、コスト削減
に努めたことにより、前年同期比3億円減少の
351億円。
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営業債権の状況（延滞状況）（単体）

平成19年3月期より回収見込額をより保守的に算出しており、その分、引当金
により保全を図っています。
延滞債権残高は309億円、未保全額47億円となり、H19.3末と比較し大幅に
減少しています。
H20.3末の未保全額は47億円、総債権残高に占める割合は0.3％。

4744217309延滞債権合計

0100.0％323164破綻債権

0100.0％12165178６ヶ月以上

47－－2067３ヶ月以上６ヶ月未満

未保全額保全率担保･回収見込引当金延滞債権残高H20.3

5460240355延滞債権合計

0100.0％453682破綻債権

0100.0％15180195６ヶ月以上

54－－2377３ヶ月以上６ヶ月未満

未保全額保全率担保･回収見込引当金延滞債権残高H19.3

3781195314延滞債権合計

0100.0％433982破綻債権

0100.0％38139178６ヶ月以上

37－－1653３ヶ月以上６ヶ月未満

未保全額保全率担保･回収見込引当金延滞債権残高H18.3

（単位：億円）



16

ネット延滞債権残高、貸倒関連費用（単体）

貸倒関連費用（単体）の推移

0

100

200

300

（単位：
億円）

貸倒関連費用 209 211 215

H18.3 H19.3 H20.3

ネット延滞債権額（単体）の推移

0

50

100

150

（単位：
億円）

ネット延滞債権 118 115 91

H18.3 H19.3 H20.3

ネット延滞債権額は、延滞債権残高の減少により、

前期末115億円から91億円へと大きく減少した。

貸倒関連費用は、平成17年度に実施した貸倒引当

の大幅強化に伴い、低位水準で推移している。

（注） ネット延滞債権

＝ 延滞債権残高（固定化営業債権含む）－ 延滞債権に対する引当金
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財務体質の強化（連結）

純資産（連結）の状況

0

100

200

300

400

500

600

（単位：
億円）

0%

2%

4%

6%

純資産 559 511 473

自己資本比率 4.7% 4.2% 4.0%

H18.3 H19.3 H20.3

有利子負債（連結）の状況

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

（単位：
億円） 5倍

6倍

7倍

8倍

9倍

10倍

純有利子負債額 5,028 4,336 4062

NetDER 9 8 8

H18.3 H19.3 H20.3

三井住友フィナンシャルグループ及び三井物産との資本業務

提携に伴う増資及び社債発行によって、有利子負債の一層の

圧縮を図りました。

NetDERは、前年の8倍から横ばいで推移。

純資産は、前期比38億円減少の473億円。

資本金・資本準備金は、三井住友フィナンシャルグループ及び

三井物産との資本提携により、前期比271億円増加。

利益剰余金は、当期純損失に伴い、前期比249億円の減少。

（注） 純有利子負債 ＝ 有利子負債 ー 現金及び現金同等物
ＮｅｔＤＥＲ ＝ 純有利子負債÷ 純資産
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平成20年3月期のトピックス

三井住友銀行、マツダ、セントラルファイナンス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についてリリース

3/13

(株) 二木ゴルフと提携し、「二木ゴルフカード｣を発行開始3/31

グンゼ開発(株)と提携し、「つかしんメンバーズカード｣を発行開始12/20

社会保険庁「国民年金保険料クレジットカード払い」開始2/1

VJAグループに加盟し、新ゴールドカードを発行開始12/7

中国労働金庫と保証業務で提携個人ローン申し込みのインターネット受付を開始12/5

東春信用金庫とのデジタルペンシステムによる提携12/

金融機関向けに「残価設定(据置)型マイカーローン」を販売10/24

愛知県との連携による「愛知県ファミリー･フレンドリー企業」の従業員向け
金利優遇マイカーローン開始

10/1

(株) オーバーシーズ・トラベルと提携し、「バケーション・カード」を発行8/28

東京都水道局と「水道料金等クレジットカード払い」開始8/1

ETC車載器無料提供キャンペーンを開始7/5

(株)ドラッグフジイと提携し、「ドラフジ CF／VISAカード｣を発行開始7/4

(株)東祥と提携し、「ホリデイスポーツクラブカード」を発行開始6/5
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来期の見通し（連結）

（円）

（円）

（億円）

（億円）

（億円）

（単位：億円）

4.5－▲4.5 01株当り配当金（単体）

▲178－20122E P S

▲238－26931当 期 純 利 益

▲190－21626経 常 利 益

972▲3.4%▲33939営 業 収 益

実績増減率増減額予想

平成20年3月期前年同期比平成21年3月期
連 結

平成21年3月期の営業収益は、939億円を見込んでおります。

平成21年3月期の経常利益は、26億円を見込んでおります。

平成21年3月期の当期純利益は、31億円を見込んでおります。

平成20年3月期は期末配当金を見送り、年間4.5円配当とさせていただきます。

平成21年3月期の配当につきましては、無配とさせていただきます。



今後の経営戦略
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戦略的提携の概要

セントラルファイナンス、三井住友フィナンシャルグループ、及び三井物産による

コンシューマーファイナンス事業における戦略的提携（平成19年4月27日）

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

戦略的提携による企業価値最大化

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

高い商品力とブランド力高い商品力とブランド力

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

オーエムシーカードと三井住友フィ
ナンシャルグループとのクレジット
カード事業における戦略的提携
(平成19年7月27日)

独自の会員募集ノウハウ

高度なDBマーケティング力

オーエムシーカードと三井住友フィ
ナンシャルグループとのクレジット
カード事業における戦略的提携
(平成19年7月27日)

独自の会員募集ノウハウ

高度なDBマーケティング力

財務安定性

の強化

2,600万人

の顧客基盤

ブランド

国内外の広範な

事業領域と顧客基盤

商社機能

ブランド

規

模
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中期経営計画（Central Finance “ing”)の推進

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

自己資本充実

過払金返還請求増加、貸金業法改正

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

戦略的提携を踏まえ、
中期経営計画において、全ての経営課題（下記①～④）に対応

①トップラインの成長

②自己資本増強

③クレジットカード事業の強化

④個品割賦事業のステータス向上

提携シナジーの発揮へ
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提携シナジー①（三井住友フィナンシャルグループ関連）

VJAグループ加盟、
新ゴールドカード

発行開始

H22年度末までに10万人の会員募集を目指す

• CFスーパーロードサービス

• ワンダフルプレゼント21

• ショッピングガードなど充実
の保険

•空港ラウンジサービス

•人間ドック優待サービス

• ドクターコール

優良会員向けゴールドカード
“CF Card GOLD”を新たに発行

CF独自の
ゴールドカードサービス

VJAグループに加盟

三井住友カードおよび
VJAグループの

ゴールドカード･インフラの活用

＋

当社、
三井住友銀行、

マツダ及び
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
CF、OMC、クオークのオートローン取扱高3800億円 プライマスの取扱高800億円

オートローン市場のメジャープレーヤーへ

FMCC 4％

セントラルファイナンス 15％

マツダ 40％

三井住友銀行 41％

プライマス・
ファイナンシャル・

サービス
マツダ、フォード、ボルボ、
ジャガー、ランドローバー向け
オートローン事業を展開

オートローン取扱高 800億円

合弁出資
オートローンの取組強化

シナジーの実現へ

＋
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提携シナジー②（三井物産関連）

三井物産出資先のフェリカポケットマーケティングと
協業し、CF取引先に対して非接触ICカードを活用し
た新しいマーケティング機能を提供

フェリカポケットマーケティング

CFカード会員専用のポイント還元モール「Uha!Uha! 
ショッピングモール」をリンクシェア・アフィリエイトネッ
トワークのシステムを利用して構築

リンクシェア・ジャパン

ブランドオフが運営するブランド品の業者間オーク
ション「日本ブランドオークション」に対し、CFがBtoB
決済スキームを提供

また、個品割賦のオプションとして支払額の一部を
据置くことができる残価据置型クレジット商品を提供

ブランドオフ

日本ユニシス

日本ユニシスの販促支援パッケージソリューションで
ある「Sales Promotion Suite（SP Suite）」、「かこい
こめーる」につき、CFが提携カード発行先・提携候補
先等へ紹介・斡旋を行う

三井物産子会社のモーゲージバンクとして住宅ロー
ン【フラット３５】の提供を行うハウス・デポ・パート
ナーズの提携先建材店・工務店に対し、CFのリ
フォームローンを提供

ハウス・デポ・パートナーズ

スタイリングライフ・ホールディングスの社員向けに、
福利厚生の一環として、マイカーローン、オートリース
サービス、VIPローンカードを提供

スタイリング・ライフ・ホールディングス

三井物産オートモーティブが輸入するシボレーHHRに
つき、CFによる低金利ローンを関連ディーラー各社に
対して提供

三井物産取扱のトラック及びバスに対し、CFオート
リースによるリース機能を提供

三井物産

三井物産
関連会社、
出資先等
に対する

CFサービスの提供

CFのカード会員･
加盟店に対する
三井物産関連の
商品･サービスの

提供

※主要案件のみを抜粋
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カード、信販リンケージ

MSPモデル型提携

生活者視点のマーケティング

カード、信販リンケージ

MSPモデル型提携

生活者視点のマーケティング

フルライン

インフラ活用型提携

先端技術

フルライン

インフラ活用型提携

先端技術

複合連携体制

受託ビジネス拡大

機能相互補完・
ノウハウ共有

複合連携体制

受託ビジネス拡大

機能相互補完・
ノウハウ共有

三井住友フィナンシャルグループのクレジットカード戦略

H21.4.1

当社、オーエムシーカード、

クオークが合併

H20.12月

合併契約承認臨時株主総会

H20.10月

SMFGが中間持株会社設立

合併会社

H20.9月

合併契約締結

今後のスケジュール（予定）

お客さま （生活者･提携先企業等）

生活者の嗜好･ニーズ
多様化

消費シーンの
多面化

提携先企業ニーズの
専門化・複合化

スケールメリットの
追求

システム・プロセシングの一体化

アクワイアリング業務の集約

システム・プロセシングの一体化

アクワイアリング業務の集約

SMFG

中間持株会社

↑100％

66％ ↑ ↑40％台

トップラインシナジーの
極大化
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合併会社の概要

クレジットカード事業と個品割賦事業を核とし、
わが国最大級のコンシューマーファイナンス会社の実現へ

クレジットカードと個品割賦の事業シナジーを梃子にしたビジネスモデルを構築

東海地区を重要な経営基盤のひとつとして重視、
SMFG及び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図る

SMFGグループとして一体感を保ちつつ、上場会社（東証1部、名証1部）としての経営の独立性を維持

業界トップクラスの個品割賦取扱高

集金代行業務、独自の小口債権買取ス
キーム等、法人向け決済ソリューション

15分即時発行審査

高度なデータベースマーケティングを利用し
た業界最高水準のカード稼動率

独自の会員募集ノウハウや
マーケティング力

中部圏（名古屋）を基盤

全国47都道府県の営業網

CFカード、鉄道･旅行･石油、自動車業
界との提携カード等、豊富な品揃え

三井物産との戦略的提携

㈱クオーク㈱オーエムシーカード㈱セントラルファイナンス

成長戦略
ＭＳＰによる会員拡大

カードと個品のリンケージ

海外展開

競争優位
生活者視点のマーケティング

個人・法人双方へのサービス提供

ビジネスボリューム

中部圏企業との紐帯

SMFGカード戦略
三井住友カードとの連携による

スケールメリット追求

トップラインシナジー極大化
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将来の見通し等について

本書には、当社または当社グループに関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。

これらは当社が現在入手している情報に基づく、本書作成時点における予測等を基礎として記載されています。

また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しております。

これらの記述または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能

性があります。

このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する追加情報については、当社の有価証

券報告書、短信等開示書類、プレスリリース等をご参照ください。

本書に記載されている当社ないしは当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、

かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証を行っておらず、またこれを保証するものではありません。

お問い合わせ先：

〒460-8670

名古屋市中区錦三丁目20番27号

株式会社セントラルファイナンス

経営企画部 電話番号：052-203-1198

Email：cf601@cfweb.co.jp



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


