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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在しておりますが１株当たり四半期純損失を計上しているため記載しておりませ
ん。 
（注）平成21年３月期第１四半期は存続会社である株式会社オーエムシーカードの数値を記載しております。また、平成21年３月期は、決算期変更に伴い 
13ヶ月決算となっており、平成21年３月期第１四半期は平成20年３月１日から平成20年５月31日までの３ヶ月となっております。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 59,619 ― △26,312 ― △25,696 ― △46,646 ―
21年3月期第1四半期 34,339 △11.8 2,092 △66.2 2,162 △64.9 3,331 △9.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △96.20 ―
21年3月期第1四半期 15.75 ―

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

22年3月期第1四半期 2,353,038 64,469 2.7 132.80
21年3月期 619,652 70,506 11.3 252.36

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  64,165百万円 21年3月期  70,214百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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） 
（％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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
（注）平成21年３月期は、決算期変更に伴い13ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。 

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

121,800 ― △25,200 ― △24,900 ― △42,500 ― △87.65

通期 240,600 ― △22,800 ― △22,500 ― △40,700 ― △83.94
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 487,596,479株 21年3月期  280,348,682株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,118,209株 21年3月期  2,116,000株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 484,883,896株 21年3月期第1四半期 211,566,791株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、世界的な

金融危機が実体経済に及ぼした影響が大きく、加えて企業収益が大幅に減少するもとで、雇用情勢は急速
に悪化し、個人消費は低調に推移するなど、依然として厳しい状況が続いております。  
 クレジット業界におきましては、貸金業法の段階的な施行や割賦販売法の改正など当社を取り巻く経営
環境は引き続き厳しい状況が続いております。  
  
 このような情勢下にあって、当社（株式会社オーエムシーカード）は、平成21年４月１日に株式会社セ
ントラルファイナンス及び株式会社クオークと合併し、「株式会社セディナ」として新たにスタートいた
しました。このたびの合併により、各社の強みをさらに発展・進化させ、クレジットカードと個品割賦の
事業シナジーを梃子に、生活者視点で他社にない特徴を持った独自のビジネスモデルを構築し、企業価値
の最大化を図ってまいります。  
 セディナ発足に伴い、俳優の谷原章介氏をイメージキャラクターに起用したＴＶコマーシャルの放映等
を４月１日に開始するとともに、“ポイント倍率のアップする機会が豊富”をコンセプトとしたカード
「セディナゴールドカード」「セディナカード」の受付を４月１日に開始いたしました。加えて、旧株式
会社オーエムシーカード、旧株式会社セントラルファイナンスの運営するオンラインショッピングモール
（「くらし快適．ｎｅｔ」、「Ｕｈa！Ｕｈa！ショッピングモール」）を統合・リニューアルし、豊富な
メニューを取り揃えた「セディナモール」として４月１日にオープンするなど、お客さまの満足度向上に
努めてまいりました。  
 また、提携カードの取り組みとして、高度な募集力や市場分析力を活かした独自の「ＭＳＰモデル」を
展開し、４月に佐賀県に百貨店を展開する株式会社佐賀玉屋と提携した「Ｔａｍａｙａカード」を、５月
には、福島県福島市を中心に14店舗の食品スーパーを展開する株式会社いちいと提携した「ＩＣＨＩＩ
Ｍｅｍｂｅｒｓ Ｃａｒｄ」の発行を開始いたしました。  
  
 このような状況において、当第１四半期連結会計期間の業績は次のとおりです。  
総合あっせん収益が、取扱高が比較的堅調に推移したことにより、13,639百万円、  
個品あっせん収益が、景気後退に伴い、個人消費が低迷したことにより、9,006百万円、  
信用保証収益が、金融機関を中心とした提携を推進したことにより、4,274百万円、 
融資収益が、貸金業法の総量規制を見据えた与信の厳格化を継続したことにより、24,488百万円となり、
営業収益合計は、59,619百万円となりました。  
 一方、営業費用については、合併に係わるシステム投資やＴＶコマーシャル等の一時費用が発生したほ
か、貸金業法の施行や利息返還請求などの動向を踏まえ、より保守的な対応が必要と判断し、利息返還損
失引当金を25,294百万円計上するとともに、貸倒引当金についても13,209百万円を計上したことなどによ
り、営業費用は85,932百万円となり、経常損失は25,696百万円となりました。  
また、特別利益に負ののれん発生益等7,063百万円を計上し、特別損失に希望退職の募集に伴う割増退職
金等22,875百万円を計上したことにより、四半期純損失は46,646百万円となりました。  
  
 なお、存続会社である株式会社オーエムシーカードの平成21年３月期決算は、決算期変更に伴い13ヶ月
決算となっており対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

  

  

資産の状況につきましては、当第１四半期連結会計期間末における総資産は、2,353,038百万円となり
ました。うち流動資産は2,241,455百万円、固定資産は111,395百万円であります。 
  
 負債の状況につきましては、当第１四半期連結会計期間末における負債は、2,288,568百万円となりま
した。うち流動負債は1,726,185百万円、固定負債は562,382百万円であります。 
  
 なお、当社は平成21年４月１日に株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークを吸収合併し
たことに伴い、株式会社セントラルファイナンスの諸資産1,071,510百万円、諸負債1,062,145百万円、株
式会社クオークの諸資産727,976百万円、諸負債712,556百万円を引き継いでおります。 
  
 また、当第１四半期連結会計期間末における純資産は64,469百万円となりました。 
  
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期の経営成績につきましては、営業収益は前回公表の業績予想通り概ね順調に推移しており
ますが、営業費用については、合併に係わるシステム投資やＴＶコマーシャル等の一時費用の発生に加
え、貸金業法の施行や利息返還請求などの動向も踏まえ、より保守的な対応が必要と判断し、利息返還損
失引当金を253億円計上するとともに、貸倒引当金を販管費に132億円及び特別損失に99億円計上いたしま
した。また、抜本的な経営改革の断行のため、希望退職の募集に伴う割増退職金を特別損失に121億円計
上したことにより、四半期純損失を計上することとなりました。 
  
 以上の結果、通期の連結業績予想は、営業収益は2,406億円と公表通り見込まれるものの、営業損失が
228億円、経常損失が225億円、当期純損失は407億円となる見込みであります。 
 また、第２四半期連結累計期間の営業収益は1,218億円、営業損失が252億円、経常損失が249億円、四
半期純損失は425億円となる見込みであります。 
 なお、個別業績予想については、通期の営業収益は2,305億円と公表通り見込まれるものの、営業損失
が239億円、経常損失が236億円、当期純損失は413億円となる見込みであります。 
 また、第２四半期累計期間の営業収益は1,170億円、営業損失が256億円、経常損失が253億円、四半期
純損失は428億円となる見込みであります。 

  

なお、存続会社である株式会社オーエムシーカードの平成21年３月期決算は、決算期変更に伴い13ヶ月
決算となっており対前期増減率は記載しておりません。  

  
  

該当事項はありません。 
  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する
方法によっております。 

②法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。 
  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  
②たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 
 たな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期
間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)が適用されたこ
とに伴い、個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に
より算定しております。 
 これに伴う当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影
響は軽微であります。 
 

③リース取引に関する会計基準の適用  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企
業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企
業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30
日改正)が適用となったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通
常の売買取引に係る会計処理によっております。また、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、残存価額を零とする定額法を採
用しております。 
 これに伴う当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影
響は軽微であります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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④企業結合に関する会計基準等の適用  
 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する
会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改
正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平
成20年12月26日)及び「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」(企業会計基準適
用指針第10号 平成20年12月26日)が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施さ
れる企業結合及び事業分離等から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会
計期間からこれらの会計基準等を適用しております。 
  

  

㈱セディナ　（8258）　平成22年3月期　第1四半期決算短信

－5－



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 164,920 53,157

割賦売掛金 865,744 182,173

信用保証割賦売掛金 745,853 －

営業貸付金 500,962 349,345

繰延税金資産 27,501 30,603

その他 66,082 28,137

貸倒引当金 △129,609 △58,892

流動資産合計 2,241,455 584,525

固定資産   

有形固定資産 4,951 1,064

無形固定資産 32,393 7,076

投資その他の資産   

繰延税金資産 25,803 20,728

その他 52,417 6,527

貸倒引当金 △4,169 △407

投資その他の資産合計 74,050 26,848

固定資産合計 111,395 34,990

繰延資産 186 137

資産合計 2,353,038 619,652

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 90,268 42,454

信用保証買掛金 745,853 －

短期借入金 315,459 67,194

1年内返済予定の長期借入金 301,204 132,959

コマーシャル・ペーパー 71,100 36,200

預り金 107,448 49,372

賞与引当金 954 852

事業移転損失引当金 9,100 －

割賦利益繰延 47,907 1,215

その他 36,888 22,474

流動負債合計 1,726,185 352,724

固定負債   

長期借入金 459,947 139,076

ポイント引当金 5,925 5,827

退職給付引当金 7,753 2,799

利息返還損失引当金 78,786 42,714

その他 9,971 6,005

固定負債合計 562,382 196,422

負債合計 2,288,568 549,146
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 57,843 51,343

資本剰余金 41,060 8,536

利益剰余金 △31,366 15,280

自己株式 △5,044 △5,044

株主資本合計 62,493 70,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,659 98

繰延ヘッジ損益 12 －

評価・換算差額等合計 1,672 98

少数株主持分 304 292

純資産合計 64,469 70,506

負債純資産合計 2,353,038 619,652
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益  

総合あっせん収益 13,639

個品あっせん収益 9,006

信用保証収益 4,274

融資収益 24,488

その他の収益 8,023

金融収益 186

営業収益合計 59,619

営業費用  

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 13,209

賞与引当金繰入額 954

ポイント引当金繰入額 852

退職給付引当金繰入額 395

利息返還損失引当金繰入額 25,294

その他 38,502

販売費及び一般管理費合計 79,208

金融費用 5,079

その他 1,644

営業費用合計 85,932

営業損失（△） △26,312

営業外収益  

受取配当金 349

雑収入 427

営業外収益合計 776

営業外費用  

持分法による投資損失 8

その他 151

営業外費用合計 160

経常損失（△） △25,696

特別利益  

負ののれん発生益 7,062

その他 0

特別利益合計 7,063

特別損失  

貸倒引当金繰入額 9,895

割増退職金 12,058

その他 922

特別損失合計 22,875
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(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

税金等調整前四半期純損失（△） △41,507

法人税、住民税及び事業税 157

法人税等調整額 4,968

法人税等合計 5,126

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △46,634

少数株主利益 12

四半期純損失（△） △46,646
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

平成21年４月１日に株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークを吸収合併したことに伴
い、株式会社セントラルファイナンス普通株式１株につき当社の普通株式0.85株を、株式会社クオーク
普通株式１株につき当社の普通株式20株を割当交付したことにより、その他資本剰余金が26,023百万円
増加いたしました。 
 また、平成21年４月２日に株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットが保有する無担保転換社債型新株予
約権付社債の当社による取得と引き換えに新株式を発行したことに伴い、資本金が6,500百万円、資本
準備金が6,500百万円増加いたしました。 
 この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本金が57,843百万円、資本剰余金が41,060百万円
となっております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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