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

(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  ％

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

87,562 (△9.9) 

97,211 (△8.7) 

△1,992 (  ― )

△19,219 (  ― )

△3,643 (  ― ) 

△19,079 (  ― ) 

△24,296 (  ― )

△23,840 (  ― )

 

 
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 ％ ％ ％

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

△178  96  

△178  65  

― 

― 

△72.5 

△48.4 

△0.3  

△1.6  

△2.3 

△19.8 

(参考) 持分法投資損益       21 年 3 月期   △2,017 百万円  20 年 3 月期   △334 百万円 

(注)20 年 3 月期及び 21 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。 

 

(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

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

1,084,422   

1,175,037   

19,668   

47,344   

1.8   

4.0   

144  87  

348  77  

(参考) 自己資本             21 年 3 月期   19,668 百万円  20 年 3 月期   47,344 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

21 年 3月期 

20 年 3 月期 

40,992   

22,451   

△2,381   

△17,904   

△39,439   

△20,770   

50,851   

51,662   

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第 1四半期末 第 2四半期末 第 3四半期末 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  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

20 年 3 月期 

21 年 3 月期 

―  

 ―  

 4 50 

―  

―  

 ―  

―  

 ―  

4 50 

―  

611  

―  

―  

―  

1.0 

― 

(注) 22 年 3 月期の配当予想については、株式会社セディナ（旧会社名 株式会社オーエムシーカード）の決算短信

をご参照ください。 

 

３．22 年 3月期の連結業績予想（平成 21 年 4月 1日～平成 22 年 3月 31 日） 

22 年 3 月期の連結業績予想については、株式会社セディナ（旧会社名 株式会社オーエムシーカード）の決算短信

をご参照ください。 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動         無 

 

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

な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更         有 

② ①以外の変更                無 

〔(注)詳細は、16 ページ「(7)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 会計処理基準に関する事

項の変更」をご覧ください。〕 

 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 21 年 3 月期 144,785,822 株  20 年 3 月期 144,785,822 株 

②期末自己株式数           21 年 3 月期  9,019,785 株  20 年 3 月期   9,038,845 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、17 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 

１.21 年 3 月期の個別業績(平成 20 年 4月 1 日～平成 21 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  ％

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

80,669 (△11.1) 

90,778 (△10.0) 

△1,450 (  ― )

△19,298 (  ― )

△1,086 (  ― ) 

△18,922 (  ― ) 

△22,681 ( ― )

△23,587 ( ― )

 

 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

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

△167  05  

△176  70  

―  

―  

(注)20 年 3 月期及び 21 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。 

 

(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

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

1,084,630   

1,169,342   

21,075   

46,461   

1.9   

4.0   

155  24  

342  14  

(参考) 自己資本       21 年 3 月期   21,075 百万円  20 年 3 月期   46,461 百万円 

 

２．22 年 3月期の個別業績予想（平成 21 年 4月 1日～平成 22 年 3月 31 日） 

22 年 3 月期の業績予想については、株式会社セディナ（旧会社名 株式会社オーエムシーカード）の決算短信

をご参照ください。 
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の悪化を背景に、企業収益及び設

備投資とも大幅に減少し、雇用環境の悪化から個人消費も減少するなど、景気は急速な悪化が続いており、厳しい

状況で推移いたしました。 

また、消費者信用産業は、割賦販売法や貸金業規制法の改正といった法的リスクの影響から、かつてない転換期

を迎えておりますが、クレジットカードやショッピングクレジット、オートローンといったコンシューマーファイ

ナンス事業は、ＩＴ技術の活用や、生活様式の変化への柔軟な対応により、消費活動において欠かすことのできな

い金融サービスとして、着実な発展を遂げております。 

こうした状況下、当社グループは、新たなビジネス展開を図るため、平成 19 年 4 月 27 日、三井住友フィナンシ

ャルグループ（以下、ＳＭＦＧグループ）及び三井物産による戦略的提携を実現致しました。 

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社は、お互いを戦略的パートナーとし

て、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に向けた取り組みをスタートさせました。 

続いて、平成 19 年 11 月 16 日、持続的な成長と企業価値の最大化に向けて、新中期経営計画「Central Finance 

“ing”（アイ・エヌ・ジー）」を策定し、先の戦略的提携をもう一歩押し進めるべく、平成 20 年 2 月 29 日、当社、

株式会社オーエムシーカード、株式会社クオーク、３社による合併の基本合意をし、平成 20 年 9 月 29 日合併契約

書を締結しました。その後、平成 20 年 12 月 11 日の臨時株主総会における合併承認を経て、平成 21 年 4 月 1 日、

株式会社セディナ（以下、セディナ）が誕生しました。 

新会社セディナは、わが国最大級のコンシューマーファイナンス会社として、ＳＭＦＧグループの中間持株会社

として設立された株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットのもと、三井住友カード株式会社（以下、ＳＭＣＣ）と２

枚看板として、複合連携体制を構築することとなりました。 

セディナは、ＳＭＦＧグループとしての一体感を保ちつつ、上場会社としての独立性を維持し、信販系、流通系

として築きあげてきた得意マーケットにおいて専門性と機動性を発揮します。一方、ＳＭＣＣは、既存のブランド

イメージを維持しつつ、組織力、インフラ・ネットワークに強みを有するフルラインのクレジットカード会社とし

て事業を展開します。そして、ＳＭＦＧグループは、このような棲み分けのもと、本邦ナンバー１のクレジットカ

ード事業体の確立を目指してまいります。 

また、セディナは、全国 47 都道府県に広がる営業拠点や、地道な営業活動で培った幅広い業種の提携加盟店網に

対して、お客様のさまざまな生活シーンにあわせて、商品やサービスをタイムリーに提供していくＣＶＣ（カスタ

マー・バリュー・チェーン）という事業モデルや、高度な募集力や市場分析力を活かしたＭＳＰ（マーケティング・

ソリューション・パートナー）モデルの有機的結合を強みとして、今までにないビジネスを展開していきます。ま

た、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、ＳＭＦＧ及び三井住友銀行の東海地区における営業戦略との密接な連携によっ

て、ＳＭＦＧグループに於ける存在感を確立してまいります。 

 

当連結会計年度における経営成績につきましては、当業界を取り巻く環境変化に対し、地道な営業活動や戦略的

提携のシナジー効果によって十分な対応を示すまでには至っておりません。カードショッピングに係る業務は堅調

に推移してきましたが、足元の伸び率は鈍化しております。また、キャッシングやショッピングクレジット、オー

トローンといった業務に係る営業収益は引き続き減少基調にあります。 

このような状況から、当連結会計年度の営業収益は 875 億 62 百万円となり、前年同期比 96 億 48 百万円、9.9％

の減収となりました。その一方、コストの効率化については、中期経営計画の課題であります営業店舗の再編や、

人員構成の是正及び人員の再配置、物件費等の抑制に努めるとともに、貸倒関連費用の圧縮を図っております。加

えて、前期のコストにおいて負担の大きかった利息返還損失引当金繰入額（212 億 65 百万円）の計上がなくなった

ことから、営業費用は 895 億 55 百万円、前年同期比 268 億 75 百万円、23.1％の減少となりました。 

 

 

株式会社セディナ（旧会社名　株式会社セントラルファイナンス）(8258)　平成21年3月期決算短信

-3-



 

 

なお、当面のリスク要因であります利息返還請求の足元の動向は、前期末における利息返還損失引当金（261 億 6

百万円）の見積りの前提を下回っていることから、当該引当金の目的取崩し（79 億 24 百万円）によって処理して

おり、新たな費用負担は発生しておりません。また、関連する延滞債権の状況につきましても、与信の厳格化によ

って、延滞債権の発生は前年と比べて抑制傾向にあり、あわせて、回収力も強化されており、貸倒引当金繰入額は

180 億 38 百万円、前年同期比 37 億 74 百万円、17.3%の減少となり、債権内容の健全化が図られております。 

 

次に、当連結会計年度における損益は、営業収益の大幅な減収の影響が大きく、19 億 92 百万円の営業損失の計

上となりました。また、営業外費用として 20 億 31 百万円（内、持分法による投資損失 20 億 17 百万円）を計上し

たことから、36 億 43 百万円の経常損失の計上となりました。 

さらに、特別利益として 20 億 44 百万円（内、資産の効率化の一環としての投資有価証券の売却益 18 億 6百万円、

リース会計基準の適用に伴う影響額 2億 37 百万円）を計上する一方、特別損失として 181 億 99 百万円（内、合併

関連費用 172 億 96 百万円）を計上したため、税金等調整前当期純損失は 197 億 98 百万円となりました。 

なお、合併関連費用として計上した 172 億 96 百万円は、合併による新会社への統合を踏まえての予防的な対応で

あり、財務体質の健全性をさらに高めるものであります。 

また、繰延税金資産につきましても、足元の実績を踏まえながら厳格な見直しを行い、法人税等調整額 41 億 10

百万円を計上しております。 

これらの結果、242 億 96 百万円の当期純損失の計上となりました。 

 

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、ＩＴ技術の急速な発展や、公共料金及び小額決済を取扱う加盟店の拡大を受け、クレジ

ットカードはさらに多様な切り口から消費生活へ浸透しており、景気後退の影響から足元の伸び率は鈍化傾向にあ

るものの、引き続き堅調に推移しております。 

当社は、鉄道、旅行、自動車、百貨店、ショッピングセンターといった多岐にわたる業界のお取引先と提携し、

それぞれの業界のニーズと当社で培ったカードビジネスのノウハウを融合させることによって多彩なカード事業を

展開しており、これらのネットワークを活かした新規カード会員の獲得に努めております。また、ＥＴＣカードの

募集は、当社の募集施策の実施に加えて政府の景気対策による通行料金値下げもあり、好調でありました。さらに、

カード会員の多様な決済ニーズに応えるため、公共料金分野の開拓にも注力し、引き続き電力・ガス会社等との加

盟店契約を進めております。 

次に、新商品の開発においては、カーユーザーにとって便利な機能を満載した定額支払型のクルマ生活応援カー

ド「STEERING PASS（ステアリングパス）」が、平成 20 年 11 月の発売開始以来順調に会員数を伸ばしております。

さらに、支払方法をカード利用の後に変更できる「あとからリボ」・「あとから分割」を平成 20 年 10 月に導入し、

お客様の利便性向上を図っております。 

その一方、グループアライアンス関連では、ＳＭＣＣのライセンス契約のもと、後払い電子マネー「ｉＤ（アイ

ディ）」の発行を開始しております。また、三井物産株式会社の連結子会社と、国内最大級のインターネット上の共

通ポイントである｢ネットマイル｣の貯まる提携カードを発行し、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」のポイントが最大 20 倍になるオンラインショッピングモール「Uha!Uha!ショッピングモール」を開設

しました。更に、合併を機に株式会社オーエムシーカードが運営する「くらし快適 net」と統合してより豊富なメ

ニューを取り揃えた「セディナモール」をオープンし、会員サービスの強化に努めております。 

この結果、当部門の取扱高は、5,747 億 30 百万円(前年同期比 5.3%増)、営業収益は 140 億 57 百万円(前年同期比

3.5%増)となりました。 
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（個品あっせん部門） 

個品あっせん部門では、今後の改正割賦販売法の施行や、「特定商取引に関する法律」による規制強化に的確に対

応するため、当社は、加盟店管理において現時点での想定に基づき既に施策を講じております。 

こうした中にあって、消費者の豊かな暮らし作りを支える加盟店と連携強化を図ることで、テレビショッピング

や家電・楽器・宝石貴金属などのショッピングクレジットの取扱いは比較的堅調に推移いたしました。また、株式

会社三井住友銀行の紹介先である大手新規加盟店との取引も貢献し始めるなど、次の時代のクレジット・ビジネス

への布石を打っております。 

この結果、当部門の取扱高は 3,238 億 94 百万円(前年同期比 10.2%減)、営業収益は 182 億 53 百万円(前年同期比

15.3%減)となりました。 

 

（信用保証部門） 

信用保証部門では、提携リフォームローンの保証やクレジットカード事業の保証の取扱いが減少しており、保証

方式のオートローンも、自動車販売の低迷の影響により取扱いは減少しましたが、軽自動車や大手ディーラーの取

扱いはシェアアップにより比較的堅調でありました。また、地方銀行や信用金庫を中心とした金融機関との提携に

よる個人無担保ローンの保証業務では、金融機関の住宅ローン利用者向け提携ローンといった新商品を開発したり、

平成 20 年 11 月より名古屋地区有力地方銀行と極度型の学資ローンの取扱を開始したりするなど、金融機関のニー

ズに沿った提携商品の拡大に努め、当部門の基盤拡大を図っております。 

この結果、当部門の取扱高は4,755億 1百万円(前年同期比10.4%減)、営業収益は135億 2百万円(前年同期比3.2%

減)となりました。 

 

（融資部門） 

融資部門では、利息返還請求への対応や、貸金業法改正に伴う上限金利、総量規制問題を見据えたキャッシング

市場縮小といった流れの中で、与信の厳格化を進めた影響が大きく、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)等の活用による新たな顧客の開拓や、「ＣＦ ＶＩＰローンカード」等の融資専用カー

ドの募集に注力したものの、取扱高、営業収益ともに減少しました。 

この結果、当部門の取扱高は 1,459 億 8 百万円(前年同期比 19.5%減)、営業収益は 269 億 28 百万円(前年同期比

23.0%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。当部門の取扱高は、1兆 1,276 億 6 百万円(前年同期比 11.6%増)、営業収益は 144 億 18 百万円(前年同

期比 13.0%増)となりました。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は 1 兆 844 億 22 百万円、前期末比 906 億 15 百万円減少しております。負債の

部は 1兆 647 億 54 百万円となり、前期末比 629 億 38 百万円減少し、純資産の部は 196 億 68 百万円となり、前期末

比 276 億 76 百万円減少しました。 

なお、当連結会計年度末における利息返還損失引当金残高は 181 億 82 百万円であり、目的取崩しによって前期末

比 79 億 24 百万円減少しています。 

 

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 8 億 11 百万円減少し、508 億 51 百万円となりまし

た。 
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（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、409 億 92 百万円の増加となりました。主な増加要因は、債権流動化、加盟

店管理・与信厳格化により売上債権が減少したことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、23 億 81 百万円の減少となりました。これは、無形固定資産であるソフト

ウエアへの投資や、投資有価証券の取得に伴うものであります。なお、投資有価証券の取得は、「三井住友銀行、マ

ツダ、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」におけるプライマ

ス・ファイナンシャル・サービス株式会社(平成 20 年 11 月に社名変更：現在、SMM オートファイナンス株式会社)へ

の出資等であります。 

 

（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、394 億 39 百万円の減少となりました。これは、前期に引き続き、有利子負

債の圧縮をはかったことによるものです。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する安定的な利益の還元を基本方針としております。また、企業体質の強化や将来の事

業展開のためには、利益の内部留保も重要であると認識しており、安定的な配当を基本に、その時々の経営環境や、

業績・配当性向等から最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、期末配当を見送ります。 

次期の予想につきましては、株式会社セディナ（旧会社名 株式会社オーエムシーカード）の決算短信に掲載し

ております。 

 

(4)事業等のリスク 

株式会社セディナ（旧会社名 株式会社オーエムシーカード）の決算短信に掲載しております。 

 

 

2. 企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 20 年 6月 27 日提出）における「事業の内容」および「関係会社の状況」から重要

な変更がないため、開示を省略しております。  

 

 

3. 経営方針 

株式会社セディナ（旧会社名 株式会社オーエムシーカード）の決算短信に掲載しております。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 38,682 30,851

割賦売掛金 472,201 432,997

信用保証割賦売掛金 513,265 500,178

リース投資資産 － 10,896

有価証券 － 8,000

前渡金 4,650 2,586

繰延税金資産 5,109 2,330

その他 47,387 34,714

貸倒引当金 △22,504 △25,942

流動資産合計 1,058,792 996,613

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産 10,397 279

建物 603 705

土地 455 455

リース資産 － 92

その他 320 457

有形固定資産合計 11,775 1,991

無形固定資産   

ソフトウエア 8,631 11,848

その他 213 213

無形固定資産合計 8,844 12,061

投資その他の資産   

投資有価証券 24,594 22,377

固定化営業債権 7,292 5,572

繰延税金資産 4,351 3,673

その他 62,875 45,150

貸倒引当金 △3,489 △3,018

投資その他の資産合計 95,624 73,755

固定資産合計 116,244 87,808

資産合計 1,175,037 1,084,422
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 39,069 33,446

信用保証買掛金 513,265 500,178

短期借入金 128,881 124,904

1年内返済予定の長期借入金 78,269 81,872

リース債務 － 57

未払法人税等 246 330

賞与引当金 1,523 1,466

役員賞与引当金 14 －

ポイント引当金 1,044 1,085

事業移転損失引当金 3,700 9,100

割賦利益繰延 24,119 21,251

その他 48,432 53,613

流動負債合計 838,567 827,308

固定負債   

社債 11,600 11,600

長期借入金 250,773 206,785

リース債務 － 43

再評価に係る繰延税金負債 1 1

退職給付引当金 － 121

役員退職慰労引当金 102 －

利息返還損失引当金 26,106 18,182

その他 542 711

固定負債合計 289,125 237,445

負債合計 1,127,692 1,064,754

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,254 23,254

資本剰余金 32,570 25,234

利益剰余金 △6,095 △23,054

自己株式 △2,830 △2,827

株主資本合計 46,898 22,607

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 597 △2,806

繰延ヘッジ損益 2 21

土地再評価差額金 △154 △154

評価・換算差額等合計 445 △2,939

純資産合計 47,344 19,668

負債純資産合計 1,175,037 1,084,422
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

総合あっせん収益 13,584 14,057

個品あっせん収益 21,558 18,253

信用保証収益 13,943 13,502

融資収益 34,981 26,928

金融収益 379 402

その他の営業収益 12,764 14,418

営業収益合計 97,211 87,562

営業費用   

販売費及び一般管理費   

支払手数料 10,006 9,897

貸倒引当金繰入額 21,812 18,038

利息返還損失引当金繰入額 21,265 －

ポイント引当金繰入額 1,044 1,085

給料及び手当 16,756 15,468

賞与引当金繰入額 1,523 1,466

役員賞与引当金繰入額 14 －

退職給付引当金繰入額 1,113 1,409

役員退職慰労引当金繰入額 32 5

減価償却費 2,962 3,158

その他 28,188 26,923

販売費及び一般管理費合計 104,720 77,454

金融費用 6,736 6,668

その他 4,973 5,432

営業費用合計 116,430 89,555

営業損失（△） △19,219 △1,992

営業外収益   

保険配当金 346 246

負ののれん償却額 95 －

受取補償金 － 49

その他 54 84

営業外収益合計 496 380

営業外費用   

持分法による投資損失 334 2,017

雑損失 22 13

営業外費用合計 356 2,031

経常損失（△） △19,079 △3,643
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 16 1,806

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 237

投資有価証券償還益 56 －

特別利益合計 73 2,044

特別損失   

合併関連費用 － 17,296

投資有価証券評価損 954 562

事業移転損失引当金繰入額 3,700 －

割増退職金 1,396 －

提携によるアドバイザリー手数料等 1,082 －

役員退職慰労引当金繰入額 132 －

その他 74 340

特別損失合計 7,340 18,199

税金等調整前当期純損失（△） △26,346 △19,798

法人税、住民税及び事業税 303 387

法人税等調整額 △2,810 4,110

法人税等合計 △2,506 4,498

当期純損失（△） △23,840 △24,296
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,686 23,254

当期変動額   

新株の発行 13,567 －

当期変動額合計 13,567 －

当期末残高 23,254 23,254

資本剰余金   

前期末残高 19,031 32,570

当期変動額   

新株の発行 13,536 －

欠損填補 － △7,338

自己株式の処分 2 2

当期変動額合計 13,539 △7,336

当期末残高 32,570 25,234

利益剰余金   

前期末残高 18,838 △6,095

当期変動額   

欠損填補 － 7,338

剰余金の配当 △1,043 －

当期純損失（△） △23,840 △24,296

自己株式の処分 － △0

土地再評価差額金の取崩 △50 －

当期変動額合計 △24,934 △16,959

当期末残高 △6,095 △23,054

自己株式   

前期末残高 △974 △2,830

当期変動額   

自己株式の取得 △1,866 △6

自己株式の処分 10 10

当期変動額合計 △1,855 3

当期末残高 △2,830 △2,827

株主資本合計   

前期末残高 46,582 46,898

当期変動額   

新株の発行 27,104 －

剰余金の配当 △1,043 －

当期純損失（△） △23,840 △24,296

自己株式の取得 △1,866 △6

自己株式の処分 12 11

土地再評価差額金の取崩 △50 －

当期変動額合計 316 △24,291

当期末残高 46,898 22,607
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,775 597

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,177 △3,403

当期変動額合計 △4,177 △3,403

当期末残高 597 △2,806

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 18

当期変動額合計 2 18

当期末残高 2 21

土地再評価差額金   

前期末残高 △204 △154

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 50 －

当期変動額合計 50 －

当期末残高 △154 △154

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,570 445

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,124 △3,385

当期変動額合計 △4,124 △3,385

当期末残高 445 △2,939

純資産合計   

前期末残高 51,152 47,344

当期変動額   

新株の発行 27,104 －

剰余金の配当 △1,043 －

当期純損失（△） △23,840 △24,296

自己株式の取得 △1,866 △6

自己株式の処分 12 11

土地再評価差額金の取崩 △50 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,124 △3,385

当期変動額合計 △3,808 △27,676

当期末残高 47,344 19,668
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △26,346 △19,798

減価償却費 5,979 3,294

負ののれん償却額 △95 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △678 3,032

賞与引当金の増減額（△は減少） △84 △56

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △14

ポイント引当金の増減額（△は減少） 381 41

事業移転損失引当金の増減額（△は減少） 3,700 5,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 102 △102

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 12,178 △7,924

受取利息及び受取配当金 △344 △364

支払利息 6,198 6,145

為替差損益（△は益） 15 △17

持分法による投資損益（△は益） 334 2,017

有形固定資産売却損益（△は益） － △8

有形固定資産処分損益（△は益） 399 136

投資有価証券売却損益（△は益） △16 △1,806

割増退職金 1,396 －

売上債権の増減額（△は増加） 59,034 42,987

未収収益の増減額（△は増加） － 4,847

未収入金の増減額（△は増加） △3,509 471

資産流動化受益債権の増減額（△は増加） △7,336 18,090

仕入債務の増減額（△は減少） △7,908 △5,622

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △4,334 △2,867

その他 △2,414 △889

小計 36,650 47,112

利息及び配当金の受取額 343 395

利息の支払額 △6,121 △6,220

割増退職金の支払額 △1,396 －

法人税等の支払額 △7,023 △325

法人税等の還付額 － 30

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,451 40,992
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △4,818 △782

有形固定資産の売却による収入 473 32

無形固定資産の取得による支出 △2,911 △3,286

投資有価証券の取得による支出 △10,108 △4,904

投資有価証券の売却による収入 1,243 2,254

投資有価証券の償還による収入 56 －

その他 △1,840 4,305

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,904 △2,381

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △23,700 △3,976

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △11,800 5,000

長期借入れによる収入 59,270 37,884

長期借入金の返済による支出 △80,167 △78,269

社債の発行による収入 19,495 －

株式の発行による収入 19,040 －

自己株式の取得による支出 △1,866 △6

配当金の支払額 △1,043 －

その他 0 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,770 △39,439

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,239 △811

現金及び現金同等物の期首残高 67,716 51,662

会社分割により承継した現金及び現金同等物の増減
額

185 －

現金及び現金同等物の期末残高 51,662 50,851
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  該当事項はありません。 

 

(6) 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19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日) 

1 持分法の適用に関する事項  

(1) 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。 

1 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社数 2 社 

    会社の名称 

    ㈱クオーク 

        SMM オートファイナンス㈱ 

     SMM オートファイナンス㈱は、平成 20 年 4月

1 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。 

 2 会計処理基準に関する事項 

 (1) 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 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 

2 会計処理基準に関する事項 

 (1) 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) 

同左 

   ハ リース資産 

     所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

として算定する方法 

   ニ 貸与資産、建物、リース資産以外 

 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 

（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 

 

 

なお、上記「持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した関連会社数」、「会計処理基準に関する事項 (1) 重

要な減価償却資産の減価償却の方法」以外は、最近の有価証券報告書（平成 20 年 6月 27 日提出）における記載から

重要な変更がないため開示を省略しております。 
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(7) 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 

 

会計方針の変更 

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

当連結会計年度 
(自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日) 

  

 

         ――――― 

会計処理基準に関する事項の変更 

「リース取引に関する会計基準」等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18

日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指

針第16号）を当連結会計年度から適用しております。

これにより、所有権移転外ファイナンス・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

計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理に変更し、借手側はリース資産、貸手側はリース

投資資産として計上しております。 

また、当該取引に係る借手側のリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零として算定する方法によっており、貸手側

のファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準に

ついては、リース料受取時に売上高と売上原価を計上

する方法によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リー

ス資産が有形固定資産に92百万円、リース投資資産が

流動資産に10,896百万円計上され、当連結会計年度に

おける営業損失及び経常損失はそれぞれ31百万円減

少し、税金等調整前当期純損失は269百万円減少して

おります。 

 

表示方法の変更 

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

当連結会計年度 
(自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日) 

  

 

         ――――― 

（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「未収収益の増減額」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「未収収益の増減額」は、3,455百万円の増加

であります。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 
 
(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19年4月1日 至 平成20年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成

21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19年4月1日 至 平成20年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成

21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19年4月1日 至 平成20年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成

21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。 

 

(1株当たり情報) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日) 

1株当たり純資産額 348円77銭
 

1株当たり純資産額 144円87銭
 

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、1株当たり当期純損失を計上しているため、記載して

おりません。 

1株当たり当期純損失 178円96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、1株当たり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19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日) 

当期純損失 △23,840百万円 △24,296百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純損失 △23,840百万円 △24,296百万円

普通株式の期中平均株式数 133,443,340株 135,765,410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) 

 
（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) 

 

株式会社セディナ（旧会社名　株式会社セントラルファイナンス）(8258)　平成21年3月期決算短信

-17-



 

 

(重要な後発事象) 

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

資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分 

当社は、平成 20 年 5 月 28 日開催の取締役会において、平成 20 年 6月 26 日に開催を予定している定時株主総

会に、下記のとおり資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、

同株主総会にて承認されました。 

 

1．資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的 

当期（平成 20 年 3 月期）の決算で計上した損失 22,178,660,766 円を次期に繰り越すことなく一掃するため、

会社法第 448 条第 1項の規定に基づき、欠損填補を目的として資本準備金及び利益準備金の額を減少させるとと

もに、会社法第 452 条に基づき、損失の処理をするものであります。 

 

2．資本準備金及び利益準備金の額の減少の要領（減少すべき資本準備金及び利益準備金の額） 

資本準備金の額 32,558,415,322 円のうち、7,334,407,318 円及び利益準備金の額 1,140,534,146 円全額をそれ

ぞれ減少させ、欠損填補に充当します。なお、減少後の資本準備金の額は 25,224,008,004 円となります。また、

本資本準備金及び利益準備金の額の減少は会社法第 449 条第 1項但書の要件に該当するため、債権者異議手続き

は行われません。 

 

3．剰余金処分の要領 

(1) 増加する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金          21,038,126,620 円 

(2) 減少する剰余金の項目及びその額 

その他資本剰余金         7,338,126,620 円 

別途積立金            13,700,000,000 円 

 

4．日程 

(1) 取締役会決議日          平成 20 年 5 月 28 日 

(2) 株主総会決議日          平成 20 年 6 月 26 日 

(3) 効力発生日            平成 20 年 6 月 26 日 
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当連結会計年度(自 平成 20 年 4 月 1日 至 平成 21 年 3月 31 日) 

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合併について 

 当社は、株式会社オーエムシーカード及び株式会社クオークと、平成 20 年 12 月 11 日開催のそれぞれの株主総会

における合併契約書の承認決議により、平成 21 年 4 月 1 日をもって合併し、商号を「株式会社セディナ」に変更い

たしました。 

１. 取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び結合後企業

の名称 

(1)取得企業の名称及び事業の内容 

株式会社オーエムシーカード クレジットカード業務 

(2)企業結合を行った主な理由 

現在クレジットカード市場は、小額決済を始めとする新たな決済領域の拡大やポイントプログラムの浸透など

により、着実な拡大を続けており、今後も公金分野の拡大などでなお一層の成長が見込まれています。一方、電

子マネーなどの新技術・新サービスの開発や顧客ニーズの深耕化・高度化・多様化に対応したシステム投資、貸

金業法の施行など、業界を取り巻く経営環境が劇的に変化しており、大きな転換期を迎えています。個品割賦事

業についても、消費者保護強化の流れの中で割賦販売法の改正が進められており、新たなビジネスモデルの確立

に向けて、事業の再構築が求められています。 

このような環境認識の下、当社、株式会社オーエムシーカード（以下「OMC カード）」）及び株式会社クオーク

（以下「クオーク」）は、各社の顧客基盤、営業力、ノウハウ等を結集・融合し、クレジットカード事業と個品

割賦事業を核として、専門性と機動性に溢れたわが国最大級のコンシューマーファイナンス会社を実現すべく、

平成 20 年 2 月 29 日に、3 社が合併することについて「基本合意書」を締結いたしました。その後、合併準備委

員会を中心に本合併に向けての協議を重ね、平成 20 年 12 月 11 日開催のそれぞれの株主総会における合併契約

書の承認決議により、平成 21 年 4 月 1日をもって合併いたしました。 

(3)企業結合日 

  平成 21 年 4月 1日 

(4)企業結合の法的形式 

  OMC カードを存続会社とし、当社及びクオークを消滅会社とする吸収合併方式にて合併いたしました。 

(5)結合後企業の名称 

 （和文社名）株式会社セディナ 

 （英文社名）Cedyna Financial Corporation（Cedyna Financial Corp.） 

 

２．発行株式の種類及び数、合併比率並びにその算定方法 

(1)発行株式の種類及び数 

普通株式 153,081,131 株 

 なお、クオークの普通株式 36,000 株については、買取請求を受けているため、上記発行株式の数には含まれ

ておりません。 

(2)合併比率 

当社の普通株式１株につき、OMC カードの普通株式 0.85 株の割合を、クオークの普通株式１株につき、OMC カー

ドの普通株式 20 株の割合をもって割当て交付いたしました。 
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(3)合併比率の算定方法 

OMC カードと当社及びクオークは、本合併に用いられる合併比率の算定にあたって公正性を期すため、OMC カ

ードは野村證券株式会社（以下「野村證券」）を、当社は日興シティグループ証券株式会社（以下「日興シティ

グループ証券」）を、クオークは大和証券エスエムビーシー株式会社（以下「大和証券 SMBC」）を今回の合併比率

算定のための第三者評価機関として任命し、合併比率算定書を受領しました。 

野村證券は、OMC カードと当社について市場株価平均法、類似会社比較法、配当割引分析等による評価を行い、

クオークについて類似会社比較法、配当割引分析等による評価を行い、合併比率のレンジを OMCカード１に対し、

当社 0.67～1.11、クオーク 18.35～34.76 と算定しました。なお、野村證券は、合併比率の算定にあたり、平成

20 年 10 月 14 日付の新株式の発行及び同日付の転換社債型新株予約権付社債の発行による、株式会社三井住友フ

ィナンシャルグループの OMC カードへの第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」）を考慮しております。 

日興シティグループ証券は、本合併の諸条件、統合する当事会社の事業等を分析した上で、OMC カード及び当

社については市場株価法、類似上場企業比較法及び理論配当割引法により、また、クオークについては類似上場

企業比較法及び理論配当割引法により評価・分析を行い、その結果を総合的に勘案した上で合併比率のレンジを

OMC カード１に対し、当社 0.79～1.00、クオーク 19.25～29.46 と算定しました。なお、日興シティグループ証

券は、合併比率の算定にあたり、本第三者割当増資を考慮しております。 

大和証券 SMBC は、OMC カード及び当社についてはそれぞれ市場株価法、DCF 法（理論配当割引法）等により評

価を行い、クオークについては類似会社比較法、DCF 法（理論配当割引法）等により評価を行い、その結果を総

合的に勘案した上で合併比率のレンジを OMC カード１に対し、当社 0.83～0.97、クオーク 19.28～25.21 と算定

しました。なお、大和証券 SMBC は、合併比率の算定にあたり、本第三者割当増資を考慮しております。 

OMC カードは野村證券による合併比率の算定結果を参考に、当社は日興シティグループ証券の合併比率の算定

結果を参考に、クオークは大和証券 SMBC の合併比率の算定結果を参考に、各社が交渉・協議を行い、上記合併

比率を決定いたしました。 

 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック･

オプション等、企業結合等、資産除去債務に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略しております。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 37,848 29,924

受取手形 1 0

割賦売掛金 471,288 432,217

信用保証割賦売掛金 515,734 503,810

リース投資資産 － 20

有価証券 － 8,000

前渡金 4,650 2,586

前払費用 1,435 1,511

繰延税金資産 4,846 2,058

未収収益 9,109 4,216

短期貸付金 18,365 12,671

その他 17,023 15,060

貸倒引当金 △22,018 △25,413

流動資産合計 1,058,286 986,665

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産 51 0

建物 590 696

器具備品 153 311

土地 455 455

リース資産 － 227

有形固定資産合計 1,250 1,690

無形固定資産   

ソフトウエア 8,597 11,823

電話加入権 212 212

無形固定資産合計 8,809 12,035

投資その他の資産   

投資有価証券 16,737 15,006

関係会社株式 9,659 10,973

出資金 230 110

関係会社長期貸付金 4,400 7,500

固定化営業債権 6,164 4,019

差入保証金 1,742 1,983

長期前払費用 1,667 1,427

繰延税金資産 4,349 3,651

資産流動化受益債権 50,087 31,997

その他 9,036 9,516

貸倒引当金 △3,080 △1,948

投資その他の資産合計 100,996 84,238

固定資産合計 111,056 97,965

資産合計 1,169,342 1,084,630
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,721 3,777

買掛金 31,769 29,282

信用保証買掛金 515,734 503,810

短期借入金 128,781 124,904

1年内返済予定の長期借入金 76,001 80,232

リース債務 － 119

未払金 5,295 9,262

未払費用 1,315 1,317

未払法人税等 114 151

預り金 5,632 1,725

集金代行預り金 32,114 32,141

賞与引当金 1,463 1,406

役員賞与引当金 14 －

ポイント引当金 1,044 1,085

事業移転損失引当金 3,700 9,100

割賦利益繰延 24,181 21,331

その他 3,913 8,758

流動負債合計 837,797 828,406

固定負債   

社債 11,600 11,600

長期借入金 235,549 204,401

関係会社長期借入金 11,200 －

リース債務 － 143

再評価に係る繰延税金負債 1 1

退職給付引当金 － 121

役員退職慰労引当金 83 －

利息返還損失引当金 26,106 18,182

その他 542 697

固定負債合計 285,083 235,148

負債合計 1,122,880 1,063,554
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,254 23,254

資本剰余金   

資本準備金 32,558 25,224

その他資本剰余金 3 －

資本剰余金合計 32,562 25,224

利益剰余金   

利益準備金 1,140 －

その他利益剰余金   

別途積立金 13,700 －

繰越利益剰余金 △22,178 △22,682

利益剰余金合計 △7,338 △22,682

自己株式 △2,821 △2,827

株主資本合計 45,657 22,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 958 △1,739

土地再評価差額金 △154 △154

評価・換算差額等合計 804 △1,893

純資産合計 46,461 21,075

負債純資産合計 1,169,342 1,084,630
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

総合あっせん収益 13,584 14,057

個品あっせん収益 21,558 18,253

信用保証収益 13,959 13,536

融資収益 34,947 26,909

金融収益   

受取利息 114 182

その他 316 366

金融収益合計 430 549

その他の営業収益 6,297 7,363

営業収益合計 90,778 80,669

営業費用   

販売費及び一般管理費   

支払手数料 9,974 9,862

貸倒引当金繰入額 21,548 17,061

利息返還損失引当金繰入額 21,265 －

ポイント引当金繰入額 1,044 1,085

給料及び手当 16,145 14,874

賞与引当金繰入額 1,463 1,406

役員賞与引当金繰入額 14 －

退職給付引当金繰入額 1,080 1,373

役員退職慰労引当金繰入額 26 4

法定福利費 1,891 1,820

通信費 3,693 3,664

電算機費 6,937 6,788

賃借料 2,663 2,588

消費税等 1,673 1,605

減価償却費 2,870 3,116

その他 11,120 10,164

販売費及び一般管理費合計 103,412 75,414

金融費用   

支払利息 5,993 6,004

その他 604 605

金融費用合計 6,597 6,610

その他 67 94

営業費用合計 110,077 82,119

営業損失（△） △19,298 △1,450
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

保険配当金 346 246

受取補償金 － 49

雑収入 52 81

営業外収益合計 398 377

営業外費用   

雑損失 22 13

営業外費用合計 22 13

経常損失（△） △18,922 △1,086

特別利益   

投資有価証券売却益 4 1,806

投資有価証券償還益 56 －

特別利益合計 61 1,806

特別損失   

合併関連費用 － 17,296

関係会社株式評価損 － 926

投資有価証券評価損 939 562

固定資産除売却損 20 119

事業移転損失引当金繰入額 3,700 －

割増退職金 1,396 －

提携によるアドバイザリー手数料等 1,082 －

役員退職慰労引当金繰入額 116 －

その他 51 261

特別損失合計 7,307 19,166

税引前当期純損失（△） △26,169 △18,446

法人税、住民税及び事業税 68 95

法人税等調整額 △2,649 4,139

法人税等合計 △2,581 4,235

当期純損失（△） △23,587 △22,681
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,686 23,254

当期変動額   

新株の発行 13,567 －

当期変動額合計 13,567 －

当期末残高 23,254 23,254

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 19,022 32,558

当期変動額   

新株の発行 13,536 －

準備金から剰余金への振替 － △7,334

当期変動額合計 13,536 △7,334

当期末残高 32,558 25,224

その他資本剰余金   

前期末残高 0 3

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 7,334

欠損填補 － △7,338

自己株式の処分 2 －

当期変動額合計 2 △3

当期末残高 3 －

資本剰余金合計   

前期末残高 19,022 32,562

当期変動額   

新株の発行 13,536 －

欠損填補 － △7,338

自己株式の処分 2 －

当期変動額合計 13,539 △7,338

当期末残高 32,562 25,224

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,140 1,140

当期変動額   

欠損填補 － △1,140

当期変動額合計 － △1,140

当期末残高 1,140 －

株式会社セディナ（旧会社名　株式会社セントラルファイナンス）(8258)　平成21年3月期決算短信

-26-



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 13,700 13,700

当期変動額   

欠損填補 － △13,700

当期変動額合計 － △13,700

当期末残高 13,700 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,503 △22,178

当期変動額   

欠損填補 － 22,178

剰余金の配当 △1,044 －

当期純損失（△） △23,587 △22,681

自己株式の処分 － △0

土地再評価差額金の取崩 △50 －

当期変動額合計 △24,682 △503

当期末残高 △22,178 △22,682

その他利益剰余金合計   

前期末残高 16,203 △8,478

当期変動額   

欠損填補 － 8,478

剰余金の配当 △1,044 －

当期純損失（△） △23,587 △22,681

自己株式の処分 － △0

土地再評価差額金の取崩 △50 －

当期変動額合計 △24,682 △14,203

当期末残高 △8,478 △22,682

利益剰余金合計   

前期末残高 17,344 △7,338

当期変動額   

欠損填補 － 7,338

剰余金の配当 △1,044 －

当期純損失（△） △23,587 △22,681

自己株式の処分 － △0

土地再評価差額金の取崩 △50 －

当期変動額合計 △24,682 △15,344

当期末残高 △7,338 △22,682

自己株式   

前期末残高 △965 △2,821
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,866 △6

自己株式の処分 10 0

当期変動額合計 △1,855 △5

当期末残高 △2,821 △2,827

株主資本合計   

前期末残高 45,088 45,657

当期変動額   

新株の発行 27,104 －

剰余金の配当 △1,044 －

当期純損失（△） △23,587 △22,681

自己株式の取得 △1,866 △6

自己株式の処分 12 0

土地再評価差額金の取崩 △50 －

当期変動額合計 568 △22,688

当期末残高 45,657 22,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,765 958

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,806 △2,697

当期変動額合計 △3,806 △2,697

当期末残高 958 △1,739

土地再評価差額金   

前期末残高 △204 △154

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 50 －

当期変動額合計 50 －

当期末残高 △154 △154

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,560 804

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,756 △2,697

当期変動額合計 △3,756 △2,697

当期末残高 804 △1,893
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 49,649 46,461

当期変動額   

新株の発行 27,104 －

剰余金の配当 △1,044 －

当期純損失（△） △23,587 △22,681

自己株式の取得 △1,866 △6

自己株式の処分 12 0

土地再評価差額金の取崩 △50 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,756 △2,697

当期変動額合計 △3,187 △25,386

当期末残高 46,461 21,075
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  該当事項はありません。 
 

 
  

６. その他 

(1) 役員の異動 

   役員の異動については、株式会社セディナ（旧会社名 株式会社オーエムシーカード）の決算短信をご参照く

ださい。  

 

(2) その他 

   該当事項はありません。 
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