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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

（注）１．平成22年３月期第３四半期の潜在株式調整後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３四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３四半期は平成20年３月１日から平成20年11月30日までの９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3四半期 176,634 ― △20,107 ― △18,522 ― △36,545 ―
21年3月期第3四半期 99,470 △13.5 5,941 46.2 6,077 47.5 4,972 ―

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3四半期 △75.31 ―
21年3月期第3四半期 22.28 21.37

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3四半期 2,304,310 71,723 3.1 147.02
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3四半期  71,377百万円 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  無  
（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、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、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」に伴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3四半期 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3四半期  2,118,614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3四半期 485,281,450株 21年3月期第3四半期 223,202,957株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）のわが国経済は、輸出や生産に持
ち直しの動きが見られるものの、自律性に乏しく、雇用情勢の一層の悪化やデフレの進行による景気の下
押しなどが懸念され、引き続き厳しい状況で推移いたしました。  
 当社が属するクレジット業界は、景気低迷の影響を受け取扱高の伸び率も鈍化しており、加えて利息返
還請求が高水準で推移し、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
もあり、今後も厳しい環境が続く見通しであります。  
  
 このような経営環境のもと、当社は平成21年４月の３社合併（株式会社オーエムシーカード、株式会社
セントラルファイナンス、株式会社クオーク）以来、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。特に、構造変革については、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してまいりまし
た。クレジット事業の審査業務については、効率化と機動性を高めるため、12月に福岡市中央区に薬院オ
フィスを開設いたしました。併せて、生産性の向上の一環として人事構造変革にも着手し、希望退職の募
集や本部人員の削減など、全社的な構造変革に取り組んでまいりました。  
  
 主な営業活動としては、クレジットカード事業におきましては、当社独自の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、新規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88万５千人増の2,470万人となりました。当第３四半期連結会計期間（平成
21年10月１日～平成21年12月31日）の主な新規提携カードにつきましては、10月に株式会社博多大丸と提
携した「博多大丸カード」を、11月には大阪府岸和田市で複合商業施設「岸和田カンカンベイサイドモー
ル」を運営管理する住商アーバン開発株式会社と提携した「KISHIWADA CanCan Card」をそれぞれ新規発
行いたしました。  
 一方、当社は経営資源の選択と集中によるビジネス構造の抜本的変革の一環として、平成21年12月31日
をもって、当社の旅行クーポン買取事業を会社分割（吸収分割）によって株式会社オートリに譲渡するこ
とといたしました。  
  
 以上のような施策を実施いたしました結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は、次のとおりとな
りました。  
総合あっせん収益は、新規会員の増加により取扱高が好調に推移したことに伴い、42,952百万円、  
個品あっせん収益は、特定商取引法や割賦販売法の改正や消費マインドの一層の冷え込みの影響を受け低
迷したことから、26,226百万円、  
信用保証収益は、取扱高が低調に推移したことにより、12,806百万円、  
融資収益は、貸金業法の完全施行を見据えた与信の厳格化を継続して取り組んだことにより、70,521百万
円となり、 
営業収益の合計は176,634百万円となりました。  
 一方、営業費用は、抜本的なコスト構造変革に取り組んだ結果、196,742百万円となり、経常損失は
18,522百万円となりました。また、特別利益には、12,133百万円を計上する一方、特別損失に、23,109百
万円を計上したことにより、第３四半期連結累計期間の四半期純損失は36,545百万円となりました。  
  
＊当期は合併初年度であり、定性的情報における対前年同四半期比較に関する情報は記載しておりませ
ん。  
  

【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３四半期連結会計期間末における総資産は、2,304,310百万円となり
ました。うち流動資産は2,200,105百万円、固定資産は104,056百万円であります。 
  
負債の状況につきましては、当第３四半期連結会計期間末における負債は、2,232,587百万円となりま

した。うち流動負債は1,774,538百万円、固定負債は458,048百万円であります。  
  
 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３四半期連結会計期間末における純資産は71,723百万円となりました。 
  
  

通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月13日に公表いたしました業績予想に変更はありませ
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、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３四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３四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、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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 157,771 53,157

割賦売掛金 853,309 182,173

信用保証割賦売掛金 711,335 －

営業貸付金 499,322 349,345

繰延税金資産 29,906 30,603

その他 84,217 28,137

貸倒引当金 △135,755 △58,892

流動資産合計 2,200,105 584,525

固定資産   

有形固定資産 4,617 1,064

無形固定資産 33,086 7,076

投資その他の資産   

繰延税金資産 22,136 20,728

その他 49,401 6,527

貸倒引当金 △5,185 △407

投資その他の資産合計 66,353 26,848

固定資産合計 104,056 34,990

繰延資産 148 137

資産合計 2,304,310 619,652

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 106,403 42,454

信用保証買掛金 711,335 －

短期借入金 309,568 67,194

1年内返済予定の長期借入金 341,084 132,959

コマーシャル・ペーパー 88,300 36,200

預り金 147,526 49,372

賞与引当金 879 852

割賦利益繰延 44,086 1,215

その他 25,353 22,474

流動負債合計 1,774,538 352,724

固定負債   

長期借入金 366,907 139,076

ポイント引当金 6,158 5,827

退職給付引当金 5,177 2,799

利息返還損失引当金 61,887 42,714

事業移転損失引当金 8,700 －

その他 9,218 6,005

固定負債合計 458,048 196,422

負債合計 2,232,587 549,146
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 △21,266 15,280

自己株式 △5,044 △5,044

株主資本合計 72,593 70,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,312 98

繰延ヘッジ損益 95 －

評価・換算差額等合計 △1,216 98

少数株主持分 345 292

純資産合計 71,723 70,506

負債純資産合計 2,304,310 619,652
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益  

総合あっせん収益 42,952

個品あっせん収益 26,226

信用保証収益 12,806

融資収益 70,521

その他の収益 23,581

金融収益 546

営業収益合計 176,634

営業費用  

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 35,662

賞与引当金繰入額 879

ポイント引当金繰入額 3,639

退職給付引当金繰入額 1,032

利息返還損失引当金繰入額 25,294

その他 109,843

販売費及び一般管理費合計 176,351

金融費用 15,739

その他 4,651

営業費用合計 196,742

営業損失（△） △20,107

営業外収益  

受取配当金 722

持分法による投資利益 71

その他 1,148

営業外収益合計 1,942

営業外費用  

雑損失 357

営業外費用合計 357

経常損失（△） △18,522

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 262

特別利益合計 12,133

特別損失  

貸倒引当金繰入額 9,895

割増退職金 12,058

その他 1,156

特別損失合計 23,109

税金等調整前四半期純損失（△） △29,497

法人税、住民税及び事業税 601

法人税等調整額 6,393

法人税等合計 6,994

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △36,492

少数株主利益 53

四半期純損失（△） △36,545
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益  

総合あっせん収益 15,227

個品あっせん収益 8,504

信用保証収益 4,210

融資収益 22,597

その他の収益 7,625

金融収益 175

営業収益合計 58,340

営業費用  

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 12,210

賞与引当金繰入額 879

ポイント引当金繰入額 1,049

退職給付引当金繰入額 273

その他 33,851

販売費及び一般管理費合計 48,264

金融費用 5,218

その他 1,509

営業費用合計 54,992

営業利益 3,348

営業外収益  

受取配当金 316

持分法による投資利益 45

その他 48

営業外収益合計 409

営業外費用  

雑損失 25

営業外費用合計 25

経常利益 3,732

特別利益  

事業譲渡益 191

特別利益合計 191

特別損失  

固定資産除売却損 11

投資有価証券評価損 142

その他 51

特別損失合計 205

税金等調整前四半期純利益 3,719

法人税、住民税及び事業税 210

法人税等調整額 △15

法人税等合計 195

少数株主損益調整前四半期純利益 3,523

少数株主利益 18

四半期純利益 3,504
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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３四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。 

  

 （第三者割当による新株式の発行決議）  

当社は、平成22年１月６日開催の取締役会において、平成22年３月12日開催予定の当社臨時株主総会
において新株式の発行に関する議案が承認されること及び関係当局の許認可等が得られること等を条件
として、第三者割当による新株式の発行を行うことについて決議いたしました。  
①株式の種類及び数  
 普通株式 324,675,300株  
②発行価額  
 １株につき金154円  
③発行総額  
 金49,999,996,200円  
④発行価額のうち資本へ組入れる額  
 １株につき金77円（増加する資本金額 24,999,998,100円）  
⑤割当先及び割当株式数  
 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジット 324,675,300株  
⑥申込期日  
 平成22年５月31日  
⑦払込期日  
 平成22年５月31日  
⑧資金の使途  
 本件第三者割当による差引手取概算額495億円の使途につきましては、東南アジア等、海外における
金融事業の展開を含む新規事業への投資等に係る資金として約50億円を、平成22年６月から平成25年３
月まで、三井住友カード株式会社との間で協働で行っているクレジットカード事業等における次世代シ
ステム開発への投資等に係る資金として約190億円を、平成22年６月から平成27年３月まで、事業構造
の変革への投資等に係る資金（当社内における本件合併後の事業間融合に向けた投資及びＳＭＦＧグル
ープ内における連携によるシナジー実現に向けた投資並びにコスト構造の変革への投資に係る資金及び
割賦販売法等の業法改正に対応するインフラ整備への投資に係る資金等）として約255億円を、平成22
年６月から平成27年３月までにそれぞれ充当する予定です。  

(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

(5) 重要な後発事象
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