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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）１．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）２．平成21年３月期第２四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２四半期は平成20年３月１日から平成20年８月31日までの６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2四半期 118,294 ― △23,455 ― △22,255 ― △40,050 ―
21年3月期第2四半期 68,039 △12.6 4,245 160.7 4,403 162.2 4,027 ―

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2四半期 △82.55 ―
21年3月期第2四半期 19.04 ―

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2四半期 2,354,783 68,690 2.9 140.82
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2四半期  68,364百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 232,000 ― △17,800 ― △16,600 ― △34,700 ― △71.48
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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、５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、５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測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、５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2四半期 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2四半期  2,118,345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2四半期 485,182,656株 21年3月期第2四半期 211,566,699株
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平成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） 

（％表示は対前期増減率） 

 
(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。 

  

（参考）個別業績予想

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

通期 221,500  － △19,300  － △18,100 － △35,600 － △73.33
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、海外経済
の回復を受け、景気は持ち直しつつあるものの、雇用情勢や所得環境の悪化による個人消費の低迷もあり
低調なまま推移しました。  
 当社が属するクレジット業界におきましても、利息返還請求が高水準で推移していることに加え、貸金
業法の本格施行に向けた対応や割賦販売法の改正等による規制強化の影響を受け、経営環境は依然として
厳しい状況が続いています。  
  
 このような経済情勢の下、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
ラルファイナンスおよ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し、グルー
プ一体となって、構造変革に努め、収益力の向上に取り組んでまいりました。新会社発足に合わせて、当
社はこの合併を広く認知していただくために、俳優の谷原章介氏をイメージキャラクターに起用したテレ
ビコマーシャルの放映を開始するとともに、様々な場面でポイント倍率が高くなる特徴を持った年会費
2,000円の「セディナカードゴールド」とインターネットからの会員募集に限定した年会費永年無料の
「セディナカード」を４月１日より募集開始いたしました。更に、旧株式会社オーエムシーカードと旧株
式会社セントラルファイナンスが展開していたオンラインショッピングモール（「くらし快適．Ｎｅ
ｔ」、「Ｕｈａ!Ｕｈａ!ショッピングモール」）を統合し、新たに豊富なメニューを取り揃えた「セディ
ナモール」を立ち上げるなど、お客さまの満足度向上にも努めてまいりました。  
  
 各事業における主な営業活動では、クレジットカード事業におきましては、高度な募集力と市場分析力
を通じた利用率の高い「ＭＳＰモデル」の提携カード戦略を推進し、積極的な会員募集に継続して取り組
んだ結果、有効会員数は期首より79万５千人増の2,461万人となりました。提携カードにつきましては、
４月に佐賀県で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
県で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 Ｃａｒ
ｄ」の発行を開始しました。また８月には、合併による事業融合の成果として大東建託株式会社と提携
し、毎月の家賃の集金代行とクレジットカードが一体となった「ＤＫ ＣＡＲＤ」の募集を開始しまし
た。  
 ショッピングクレジット事業におきましては、７月にＳＢＩグループで自動車販売店を通じた購入者へ
の金融サービス提供を支援するＳＢＩオートサポート株式会社及び住信ＳＢＩネット銀行株式会社と提携
し、各社が有する経営資源やノウハウを活かして、自動車ローン「ＳＢＩオートローン」の取扱いを開始
しました。さらに８月には大分県漁業協同組合と提携し、個人向け無担保ローンの「マリンライフ」（教
育ローン及びマイカーローン）の取扱いを開始しました。加えて、株式会社三井住友フィナンシャルグル
ープにおけるクレジットカード事業戦略の一環として、三井住友カード株式会社との相互補完の取り組み
で、全国の228の大学生協が加入する全国大学生活協同組合連合会と提携し、８月より「大学生協ロー
ン」の取扱いを開始しました。  
  
 一方、当社は、合併効果をより早く実現させるため、事業の融合による営業力の強化に加え、業務や機
能の集約、拠点の統廃合を通じた効率化を推進するため、８月に組織改編をおこないました。併せて、人
事構造変革の一環として希望退職の募集をおこない、９月末日付で827名が応じました。  
  
 このような状況の下、当第２四半期連結累計期間の業績は次のとおりです。  
総合あっせん収益は、取扱高が堅調に推移したことにより、27,725百万円、  
個品あっせん収益は、特定商取引法の改正や個人消費が低迷したことにより、17,722百万円、  
信用保証収益は、取扱高が低調に推移したことにより、8,595百万円、  
融資収益は、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、47,924百万円となり、
営業収益合計は、118,294百万円となりました。  
 一方、営業費用につきましては、第１四半期連結会計期間(４月から６月)において、合併に係わるシス
テム投資やテレビ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25,294百万円計上し、貸倒引当金を
13,209百万円計上した結果、営業費用は85,932百万円となりました。第２四半期連結会計期間(７月から
９月)においては、抜本的な構造変革に着手した結果、営業費用は55,817百万円となり、第２四半期連結
累計期間(４月から９月)において、経常損失は22,255百万円となりました。また、特別利益には、第１四
半期連結会計期間において負ののれん発生益を7,062百万円を計上し、第２四半期連結会計期間には、投
資有価証券売却益を4,807百万円計上する一方で、特別損失には、第１四半期連結会計期間において希望
退職の募集に伴う割増退職金等を22,875百万円計上したことにより、第２四半期連結累計期間における四
半期純損失は40,050百万円となりました。  
  
  

【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
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資産の状況につきましては、当第２四半期連結会計期間末における総資産は、2,354,783百万円となり
ました。うち流動資産は2,247,197百万円、固定資産は107,418百万円であります。 
  
負債の状況につきましては、当第２四半期連結会計期間末における負債は、2,286,092百万円となりま

した。うち流動負債は1,731,596百万円、固定負債は554,496百万円であります。  
  
 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２四半期連結会計期間末における純資産は68,690百万円となりました。 
  
  

当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）の経営成績につきましては、営業
収益118,294百万円に対し、営業費用は141,750百万円となり、経常損失は22,255百万円となりました。一
方、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日～平成21年９月30日）において、希望退職をはじめと
する抜本的な構造変革を強力に推し進めた結果、経常利益は3,440百万円、四半期純利益は6,595百万円と
なり、前回公表の当第２四半期連結累計期間の業績予想を上回る結果となりました。第３四半期以降も構
造変革の効果が、より一層見込まれる見通しとなったため、連結業績予想を上方修正いたします。  
 通期の連結業績予想は、営業収益は232,000百万円と前回公表を若干下回るものの、営業損失が17,800
百万円、経常損失が16,600百万円、当期純損失が34,700百万円と前回公表を上回る見込みであります。  
 なお、通期の個別業績予想については、営業収益は221,500百万円、営業損失は19,300百万円、経常損
失は18,100百万円、当期純損失は35,600百万円となる見込みであります。  

  
  

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、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２四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。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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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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、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２四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。 
  

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)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７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日公表分)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、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。 
 

⑤事業移転損失引当金について 

住宅ローンについて、当第２四半期連結会計期間において、経済環境の変化を踏まえ、従前の短期移
転から中長期にわたり市況動向を見ながら事業移転する方針を決定したことに伴い、同事業の保有期間
及び移転により発生する損失に備えるため、当該損失見込額を事業移転損失引当金として固定負債に計
上しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 203,989 53,157

割賦売掛金 829,788 182,173

信用保証割賦売掛金 730,075 －

営業貸付金 507,078 349,345

繰延税金資産 28,281 30,603

その他 77,839 28,137

貸倒引当金 △129,855 △58,892

流動資産合計 2,247,197 584,525

固定資産   

有形固定資産 4,656 1,064

無形固定資産 33,996 7,076

投資その他の資産   

繰延税金資産 23,686 20,728

その他 50,104 6,527

貸倒引当金 △5,025 △407

投資その他の資産合計 68,765 26,848

固定資産合計 107,418 34,990

繰延資産 167 137

資産合計 2,354,783 619,652

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 81,343 42,454

信用保証買掛金 730,075 －

短期借入金 315,968 67,194

1年内返済予定の長期借入金 307,576 132,959

コマーシャル・ペーパー 68,400 36,200

預り金 153,324 49,372

賞与引当金 1,964 852

割賦利益繰延 46,151 1,215

その他 26,790 22,474

流動負債合計 1,731,596 352,724

固定負債   

長期借入金 455,326 139,076

ポイント引当金 6,153 5,827

退職給付引当金 5,160 2,799

利息返還損失引当金 69,399 42,714

事業移転損失引当金 8,900 －

その他 9,557 6,005

固定負債合計 554,496 196,422

負債合計 2,286,092 549,146
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 △24,770 15,280

自己株式 △5,044 △5,044

株主資本合計 69,089 70,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △791 98

繰延ヘッジ損益 66 －

評価・換算差額等合計 △724 98

少数株主持分 326 292

純資産合計 68,690 70,506

負債純資産合計 2,354,783 619,652
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益  

総合あっせん収益 27,725

個品あっせん収益 17,722

信用保証収益 8,595

融資収益 47,924

その他の収益 15,956

金融収益 370

営業収益合計 118,294

営業費用  

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 23,451

賞与引当金繰入額 1,964

ポイント引当金繰入額 2,589

退職給付引当金繰入額 759

利息返還損失引当金繰入額 25,294

その他 74,027

販売費及び一般管理費合計 128,086

金融費用 10,520

その他 3,142

営業費用合計 141,750

営業損失（△） △23,455

営業外収益  

受取配当金 406

持分法による投資利益 26

その他 1,099

営業外収益合計 1,532

営業外費用  

雑損失 332

営業外費用合計 332

経常損失（△） △22,255

特別利益  

投資有価証券売却益 4,808

負ののれん発生益 7,062

その他 70

特別利益合計 11,941

特別損失  

貸倒引当金繰入額 9,895

割増退職金 12,058

その他 950

特別損失合計 22,903

税金等調整前四半期純損失（△） △33,216

法人税、住民税及び事業税 390

法人税等調整額 6,408

法人税等合計 6,798

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △40,015

少数株主利益 34

四半期純損失（△） △40,050

㈱セディナ　(8258)　平成22年3月期　第２四半期決算短信

－9－



【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益  

総合あっせん収益 14,086

個品あっせん収益 8,716

信用保証収益 4,320

融資収益 23,435

その他の収益 7,932

金融収益 183

営業収益合計 58,674

営業費用  

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 10,242

賞与引当金繰入額 1,009

ポイント引当金繰入額 1,736

退職給付引当金繰入額 364

その他 35,525

販売費及び一般管理費合計 48,878

金融費用 5,441

その他 1,497

営業費用合計 55,817

営業利益 2,857

営業外収益  

受取配当金 56

持分法による投資利益 34

その他 672

営業外収益合計 764

営業外費用  

雑損失 181

営業外費用合計 181

経常利益 3,440

特別利益  

投資有価証券売却益 4,807

その他 70

特別利益合計 4,878

特別損失  

固定資産除売却損 22

その他 6

特別損失合計 28

税金等調整前四半期純利益 8,290

法人税、住民税及び事業税 232

法人税等調整額 1,439

法人税等合計 1,672

少数株主損益調整前四半期純利益 6,618

少数株主利益 22

四半期純利益 6,595

㈱セディナ　(8258)　平成22年3月期　第２四半期決算短信

－10－



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２四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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