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

（注）１．平成22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
算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 232,743 ― △40,377 ― △38,518 ― △67,876 ―
21年3月期 140,254 ― 7,448 ― 7,527 ― 3,974 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △139.86 ― △120.3 △2.7 △17.3
21年3月期 16.56 15.10 6.6 1.2 5.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  283百万円 21年3月期  3百万円

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 2,216,213 43,018 1.9 87.83
21年3月期 619,652 70,506 11.3 252.36

（参考） 自己資本   22年3月期  42,640百万円 21年3月期  70,214百万円

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

22年3月期 38,870 △8,406 △64,170 138,488
21年3月期 △12,561 △55 △18,716 53,157

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

111,100 93.9 7,000 ― 7,200 ― 6,800 ― 9.66

通期 224,600 96.5 18,600 ― 19,000 ― 18,200 ― 24.05
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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) 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） 

〔(注)詳細は、22ページ「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」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純損失（連結）の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 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  2,119,108株 21年3月期  2,116,000株

（参考）個別業績の概要 

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

（注）１．平成22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
算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 223,906 ― △40,830 ― △39,225 ― △67,924 ―
21年3月期 137,713 ― 6,941 ― 7,001 ― 2,877 ―

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

22年3月期 △139.96 ―
21年3月期 11.99 10.94

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 2,213,442 41,680 1.9 85.85
21年3月期 616,785 69,303 11.2 249.09

（参考） 自己資本 22年3月期  41,680百万円 21年3月期  69,303百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間 106,100 93.8 6,500 ― 6,600 ― 6,500 ― 9.24

通期 214,600 95.8 17,300 ― 17,500 ― 17,300 ― 22.86
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(当連結会計年度業績の概況)  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種対策の効果などから持ち直しを続けて

いるものの、自律的回復力は弱く、厳しい雇用情勢や所得環境から個人消費も低迷を続け、全般に厳し

い状況で推移いたしました。  

 クレジット業界は、景気低迷の影響を受けた取扱高の伸び率の鈍化に加え、利息返還請求が高止まり

を続け、貸金業法の完全施行に向けた対応や割賦販売法等の改正による影響も重なり、依然として厳し

い状況が続いております。  

 当社はこのような経営環境のもと、平成21年４月の合併を機に、合併効果をいち早く実現させるた

め、業務や機能の集約、拠点の統廃合を通じた効率化に加え、希望退職の募集や本部人員の削減をはじ

めとする人事構造変革や、営業部門や業務部門における採算性の追求や生産性向上への取組みを通じた

コスト構造変革など、全社的に経営構造変革を断行し、収益力の向上と事業の融合による相乗効果をあ

らゆる部門で追求してまいりました。一方、新会社発足に合わせた、初のセディナブランドとして、

様々な場面でポイント倍率が高くなる特徴を持った「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「セディナカード」を５月から発行するとともに、新たに豊富なメニューを取り

揃えたカード会員向けのインターネットショッピングサイト「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努めてまいりました。あわせて、三井住友フィナンシャルグループや三井物産株

式会社のネットワークを活用した新規提携先の開拓や事業の融合による新たな提携カードの発行にも取

り組んでまいりました。  

 当連結会計年度の各事業における主な営業活動のうち、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特徴とする利用率の高い「ＭＳＰモデル」の提携戦略を推進するなど、高稼働

の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111万８千人増の2,493万人となりま

した。主要提携先との取り組みとしては、株式会社ダイエーでＯＭＣゴールドカードの新規及び切替促

進募集を行い、優良顧客の拡大に努めました。また、家電量販店大手のエディオングループにおいて

は、利用率の高い新規会員の募集拡大に努め、カードショッピングの取扱高の増加に繋げました。さら

に、ＪＲ東海エクスプレスカードの募集におきましては、東海旅客鉄道株式会社の主要駅でデジタルペ

ンシステムを活用した即時申込のキャンペーンを行い、好評を得ました。一方、主な新規提携カードに

つきましては、平成21年８月に、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」を募集開始いたしました。ま

た、同年12月には株式会社博多大丸と提携し、全国の大丸、松坂屋各店でのご利用はもちろんセディナ

及びＶＩＳＡ加盟店でのお買い物も大丸ポイントが貯まる「博多大丸カード」を新規に発行いたしまし

た。さらに、平成22年３月には、南近畿に146店舗を展開する株式会社オークワと提携し、現金交換型

のオーカードポイントが貯まる「オーカードプラス」を募集開始するなど、当社の強みを活かして新規

提携先を拡大してまいりました。 

信販事業におきましては、ＴＶ通販等において取扱高を拡大するとともに、三井住友フィナンシャル

グループのネットワーク等を活用した新規提携先を開拓してまいりました。学資マーケットの取り組み

としては、三井住友フィナンシャルグループとの協働で、全国500余りの大学・学校法人への営業を強

化し、平成22年３月に学校法人大東文化学園との提携を実現するなど、成果が着実に広がっています。

加えて、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、平成21年８月より

「大学生協ローン」の取扱いを開始いたしました。そして、平成22年２月には、三洋ホームズ株式会社

と提携し、太陽光発電の設置を促進するグリーン電力証書を活用したエコリフォームローンを販売開始

いたしました。また、保証業務におきましても、平成22年２月には九州労働金庫と、また３月には株式

会社関西アーバン銀行とそれぞれ提携し、目的ローンを中心とした保証業務の取扱いをスタートいたし

ました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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ソリューション事業におきましては、大手百貨店等の新規大口先の集金代行業務を受託するなど、順

調に取扱高を拡大し、口座振替とコンビニ収納代行を含めた集金代行件数は１億6,429万件と、業界

大の規模を誇るに至っております。  

 さらに、株式会社三井住友銀行が運営する「ＳＭＢＣポイントパック」から当社ポイントに移行する

サービスを平成21年12月から開始するなど、三井住友フィナンシャルグループと一体となった魅力ある

サービスの提供に努めてまいりました。  

 以上のような施策を実施いたしました結果、当連結会計年度の営業収益は、次のとおりとなりまし

た。  

 包括信用購入あっせん収益は、新規会員の増加やポイントサービスの充実により、取扱高が好調に推

移したことに伴い、57,844百万円、個別信用購入あっせん収益は、特定商品取引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、34,802百万円、信用保証収益は、取扱高が低調に

推移したことにより、16,889百万円、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に継続

して取り組んだことにより、91,457百万円となり、営業収益の合計は232,743百万円となりました。  

 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273,120百万円となりましたが、依然

として利息返還請求が高止まりで推移していること、さらに貸金業法が本年６月18日に完全施行される

ことが決定されたことを踏まえ保守的に利息返還損失引当金繰入額を57,062百万円計上したことによ

り、経常損失は38,518百万円となりました。また、特別利益には、投資有価証券売却益4,960百万円、

合併に伴う負ののれん発生益7,062百万円を計上する一方、特別損失には、希望退職による割増退職金

12,058百万円、３社合併に伴う会計基準の統一により貸倒引当金繰入額9,895百万円を計上したことに

より、当期純損失は67,876百万円となりました。  

  

 なお、当連結会計年度は合併初年度であり、定性的情報における対前期比較に関する情報は記載して

おりません。  

  

(事業別の概況)  

①クレジット事業 

 「クレジット事業」の営業収益につきましては、231,229百万円となりました。 

②その他の事業 

 「その他の事業」の営業収益につきましては、1,514百万円となりました。 

  

(次期の見通し) 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、利息返還請求の高止まりに加え、平成22年６月から

の貸金業法の完全施行と同年12月からの割賦販売法の本格施行など、当社グループを取り巻く経営環境

は、引き続き厳しい状況が想定されます。 

 また、平成22年５月末日にＳＭＦＧグループの株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットを引受先とする

500億円の第三者割当増資により株式会社三井住友フィナンシャルグループの連結子会社となります

が、財務基盤を強化するとともにＳＭＦＧグループとの連携を更に強めながら、次世代システムの投

資、新規事業への投資により、加盟店へのサービス向上と新たなサービスの提供が可能となります。 

 さらに、当社は経営構造変革の断行による筋肉質な経営体質の確立、カード事業、信販事業、ソリュ

ーション事業の事業間融合によるシナジー追求、ＳＭＦＧグループとの連携によるシナジーの創出を重

要な課題として取り組んでまいります。 

  

 以上の結果、平成23年３月期は、取扱高６兆4,777億円、営業収益2,246億円、経常利益190億円、当

期純利益182億円を予定しております。 
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(資産、負債、純資産の状況に関する分析) 

(資産の部) 

 当連結会計年度末の資産合計は、2,216,213百万円となりました。うち、流動資産は、2,115,431百

万円、固定資産は、100,653百万円、繰延資産は、128百万円であります。 

   

(負債の部) 

 当連結会計年度末の負債合計は、2,173,195百万円となりました。うち、流動負債は、

1,677,872百万円、固定負債は、495,322百万円であります。 

 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。 

  

(純資産の部) 

 当連結会計年度末の純資産合計は、43,018百万円となりました。 

 この結果、１株当たり純資産額は、87円83銭となりました。また、自己資本比率は、1.9％となり

ました。 

  

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、38,870百万円の収入となりました。  

 これは、主に、税金等調整前当期純損失が50,649百万円となったことに加えて、営業債務が39,119

百万円、割賦利益繰延が12,789百万円減少し、負ののれん発生益を7,062百万円、投資有価証券売却

益を4,952百万円計上したことにより支出となったものの、利息返還損失引当金が14,672百万円増加

したほか、営業債権が135,473百万円減少したことによるものであります。  

  

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、8,406百万円の支出となりました。  

 これは、主に、投資有価証券の売却により5,590百万円の収入があったものの、有形固定資産の取

得により1,073百万円及び無形固定資産の取得により12,382百万円の支出があったことによるもので

あります。  

  

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、64,170百万円の支出となりました。  

 これは、主に、短期借入金が11,537百万円、コマーシャル・ペーパーが12,200百万円増加したもの

の、長期借入金が75,354百万円減少したほか、転換社債の償還が11,600百万円あったことによるもの

であります。  

 以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、138,488百万円となりました。 

  

当社グループを取り巻く経営環境及び収益状況を総合的に勘案し、企業競争力強化と事業拡大の為に

内部留保金を充実させていくとともに、中長期的な視点に立って株主の皆様への安定的な利益還元を行

うことを基本方針としております。なお、当期・次期の配当につきましては、無配とさせていただきま

す。 

  

(2) 財政状態に関する分析

(キャッシュ・フローの状況に関する分析) 

(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) 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績及び財政状態などに関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。  

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

ります。  

  

①経済環境変化による影響について 

 経済状況の悪化を起因とし、雇用環境、家計所得、個人消費などが長期的に低迷した場合、カード事

業、信販事業及びソリューション事業の取扱状況や返済状況に影響を与え、営業収益の減少及び貸倒コ

ストの増加により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②競争環境について  

 金融業界の再編に伴う合併や業務提携、及び生活者のライフスタイルの変化や決済市場の多様化によ

る異業種からの新規参入のほか、雇用環境の悪化による個人消費の急速な減少に起因した業界内の競争

が一層激しくなる可能性があります。こうした競争環境の変化は、取扱高の減少及び収益率の低下を招

くおそれがあり、当社グループが競争優位性を発揮できない場合、業績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。  

  

③提携先における会員募集・商品提供に関する影響について  

 当社グループは、会員拡大、及び商品やサービスの提供に際し、多数の企業や団体と提携しておりま

すが、こうした提携先の業績が悪化した場合又は当社グループと提携先との関係が悪化した場合、当社

グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

④資金調達及び調達金利について  

 当社グループは、低利で安定的な資金調達と調達手法の多様化を図っておりますが、金融環境の変化

や当社グループの業績悪化に伴う信用力の低下によっては、借入条件の悪化、借入額の減少及び格付引

下げなどにより、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑤法的規制等について  

 当社グループに適用される法的規制の中で特に重要なものとしては、「貸金業法」及び「割賦販売

法」があります。  

 このうち、「貸金業法」は、平成22年６月18日に完全施行されるため、総量規制の導入による営業貸

付金残高の減少及び上限金利の引下げとみなし弁済制度の撤廃による利息収入の減少により、営業収益

が減少する可能性があります。さらに、完全施行に向けた対応においては、顧客との契約(規約)類の変

更、変更通知の際のオペレーション負荷及び業務運用の変更等による費用の増加並びにシステム投資の

増加を招き、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、利息返還請求につきましては、将来における当該返還請求に備え、「消費者金融会社等の利息

返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会

報告第37号平成18年10月13日)に基づき、過去の返還実績等を勘案した必要額を利息返還損失引当金に

計上しておりますが、今後当該返還請求が予想外に拡大し、引当金の積み増しの必要が生じた場合、当

社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

一方、「割賦販売法」については、平成22年12月17日までの日を施行時期とする指定信用情報機関を

利用した支払能力調査義務、消費者の支払能力を超える与信契約の禁止等、消費者保護を目的とする改

正が予定されているため、与信の圧迫により、今後の取扱高が減少し営業収益が減少する可能性があり

ます。 

  

(4) 事業等のリスク
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⑥内部統制について  

 当社グループは、法令等の遵守を経営上の 重要課題の一つと位置付け、内部統制システムの構築を

図っておりますが、予期しない法令や規則の変更、解釈の相違などにより各種法令等に抵触すると判断

された場合は、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑦情報システムについて  

  当社グループは、クレジット事業等の運営に伴い発生する大量かつ多岐にわたる情報を、コンピュー

タシステムや通信ネットワークを使用して、コントロールしております。 

 システム停止を想定した危機管理マニュアルの制定や、コンピュータウイルス感染防止ワクチン及び

ファイヤーウォールの導入など、強固な防御体制を構築しており、重要データ及びシステムのバックア

ップを実施しております。しかしながら、高度化・複雑化したシステムや通信網においては、想定する

ことが出来ない障害が発生する可能性があります。また、予想を超えた大規模な地震などの災害が発生

した場合には、コンピュータシステムを停止せざるを得ない場合も想定され、これらは当社グループの

営業に重大な支障をきたし、当社グループに対する信頼性の低下などにより、業績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

⑧個人情報保護について  

 当社グループは、カード会員等の個人情報を大量に保有しております。個人情報の保護については、

社内体制を整備し、継続的に従業員教育を行い、個人情報保護意識の維持・向上に努めるとともに、個

人情報の業務委託先に対しては、定期点検に加え適宣現地訪問点検を実施するなど、社内外で個人情報

保護体制を強化しております。このような対応にも関わらず、個人情報の漏えい等が発生した場合、企

業イメージの低下を招き、会員数の減少などにより、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

⑨株式会社三井住友フィナンシャルグループとの戦略的提携について  

 当社グループは、クレジットカード事業戦略構築に関する合意に基づき、株式会社三井住友フィナン

シャルグループ（以下「ＳＭＦＧ」といいます。）、株式会社三井住友銀行、株式会社ＳＭＦＧカード

＆クレジット（以下「ＦＧＣＣ」といいます。）及び三井住友カード株式会社と、「本邦ナンバーワン

のクレジットカード事業体の実現」に向け、具体的な協議を推進しております。 

 今後、景気の変動や競合の状況等によって戦略構築が想定通りの効果を発揮できない場合や実現がさ

れない場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩株式の希薄化について 

 当社グループは、平成22年１月６日に関東財務局長へ提出した有価証券届出書により、第三者割当増

資（以下「本件第三者割当」といいます。）による普通株式324,675,300株の発行を予定しています。

発行済株式総数（487,596,479株）に占める割合は66.59％であり、本件株式が発行された場合、１株当

たりの株式の価値に希薄化を生じさせます。  

 この結果、当社の株価や当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑪親会社の異動について  

 本件第三者割当が完了した場合には、割当予定先であるＦＧＣＣが当社の総議決権の67.68％の議決

権を有する株主となり、ＦＧＣＣはＳＭＦＧの完全子会社であるため、当社はＳＭＦＧの連結子会社と

なる見込みです。このため、ＦＧＣＣによる株主総会での議決権行使等が、当社の事業運営のガバナン

スに影響を与える可能性があります。  

㈱セディナ　(8258)　平成22年３月期決算短信

－7－



当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)は、主に、包括信用購入あっせん、個別信用

購入あっせん、信用保証、融資等のクレジット事業を通じて顧客満足醸成を目指し、事業活動を展開して

おります。 

 また、その他の関係会社である株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットは子会社及び関連会社の経営管理

等を、株式会社三井住友フィナンシャルグループは銀行、その他銀行法により子会社とすることができる

会社の経営管理及びそれらの業務に附帯する業務を行っております。 

  

主な事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 

(注)㈱三井住友フィナンシャルグループは、㈱ＳＭＦＧカード＆クレジットの親会社であります。 

2. 企業集団の状況
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当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)は、経営理念に「お客さま一人ひとりにと

っての新しいくらしの夢と満足を創造し続けます」、「安心と信頼をベースに、独自性のあるＮＯ．１

企業を目指します」、「目標を共有し、社員が思う存分に能力を発揮できる風通しのよい職場をつくり

ます」を掲げ、お客さま視点で顧客基盤、営業力、ノウハウを結集・融合し、お客さまのニーズを捉え

た商品・サービスの提供を通じて、お客さまとの強固な信頼関係を築き、わが国 大級のコンシューマ

ーファイナンス会社となることを目指しております。 

  

当社グループは、厳しい競争環境に打ち勝ち、企業価値向上を図るため、個社の強みの横展開と事業

融合、更には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、三井物産株式会社との営業上の連携強化により、中長期的な視点での企業価値増大を見据えた経

営を進めてまいります。 
  

当社グループは、お客さま視点で顧客基盤、営業力、ノウハウを結集・融合し、お客さまのニーズを

捉えた商品・サービスの提供を通じて、お客さまとの強固な信頼関係を築き、カード事業、信販事業及

びソリューション事業を核とし、専門性と機動性に溢れたわが国 大級のコンシューマーファイナンス

会社を実現してまいります。 

 当社の強みである、「業界唯一の15分即時発行審査」、「高度なデータベースマーケティング」、

「全国の営業店網を活用した営業力」、「多岐に渡る有力提携先」、「業界 大規模の集金代行業

務」、「小口債権買取スキーム」などを更に発展・進化させ、生活者視点のマーケティング及び個人・

法人双方へのサービス提供によるビジネスボリュームの拡大、企業との紐帯を通じて競争優位性を発揮

してまいります。 

 成長戦略として、ＭＳＰ(マーケティング・ソリューション・パートナー)提携モデルによる会員拡

大、カード、信販、ソリューションのリンケージによる、当社独自の多様な決済機能の提案による営業

力の強化、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、三井物産株式会社の営業基盤を活用した海外事

業の本格展開をいたします。 

 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経営の独立性を維持しながら、カー

ド、信販、ソリューションの事業シナジーを梃子に、生活者の視点で他社には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 大化を目指してまいります。 

 資金調達につきましては、株式会社三井住友銀行をメインバンクとして、より安定的な調達体制を確

立し、調達の多様化や有利子負債の圧縮により、一段と強固な財務体質の構築を図ってまいります。 
  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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わが国経済の先行きの見通しは、企業収益の改善が続く中、海外経済の回復や経済対策の効果を背景

に、景気の持ち直しが期待されていますが、デフレの影響や雇用情勢の悪化が懸念されています。  

 クレジット業界におきましても、利息返還請求の高止まりに加え、平成22年６月からの貸金業法の完

全施行と同年12月からの割賦販売法の本格施行など、当社グループを取り巻く経営環境は、引き続き厳

しい状況にあると認識しております。一方で、平成22年５月末日にＳＭＦＧグループの株式会社ＳＭＦ

Ｇカード＆クレジットを引受先とする500億円の第三者割当増資を実行します。これにより、当社は株

式会社三井住友フィナンシャルグループの連結子会社となりますが、財務基盤を強化するとともに、Ｓ

ＭＦＧグループとの連携を更に強めながら、次世代システムの投資、新規事業への投資により、加盟店

へのサービス向上と新たなサービスの提供が可能となると考えております。  

  

 こうした中で、当社グループが対処すべき課題として、下記の３つを重要課題として捉えています。

  

① 経営構造変革の断行による筋肉質な経営体質の確立  

② カード事業、信販事業、ソリューション事業の事業間融合によるシナジー追求  

③ ＳＭＦＧグループとの連携によるシナジーの創出  

  

 以上の課題に取り組み、安定した黒字基盤を構築するとともに、持続的成長に向けた体制を強化して

まいります。 

  

  

(4) 会社の対処すべき課題
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 53,157 138,588

割賦売掛金 182,173 824,421

信用保証割賦売掛金 － 699,461

営業貸付金 349,345 483,593

リース投資資産 － 10,843

たな卸資産 903 349

繰延税金資産 30,603 25,303

その他 27,234 44,858

貸倒引当金 △58,892 △111,987

流動資産合計 584,525 2,115,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,513 2,746

減価償却累計額 △762 △1,078

建物及び構築物（純額） 751 1,668

土地 1 545

リース資産 － 2,721

減価償却累計額 － △1,891

リース資産（純額） － 829

その他 687 2,644

減価償却累計額 △375 △1,453

その他（純額） 312 1,191

有形固定資産合計 1,064 4,234

無形固定資産   

無形固定資産合計 7,076 32,856

投資その他の資産   

投資有価証券 2,500 29,599

固定化営業債権 390 7,484

繰延税金資産 20,728 17,776

その他 3,636 14,038

貸倒引当金 △407 △5,335

投資その他の資産合計 26,848 63,562

固定資産合計 34,990 100,653

繰延資産   

株式交付費 137 128

繰延資産合計 137 128

資産合計 619,652 2,216,213
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,454 109,229

信用保証買掛金 － 699,461

短期借入金 67,194 297,837

1年内償還予定の新株予約権付社債 13,000 －

1年内返済予定の長期借入金 132,959 335,577

コマーシャル・ペーパー 36,200 53,400

リース債務 － 572

未払法人税等 209 845

預り金 49,372 22,916

集金代行預り金 － 88,812

賞与引当金 852 2,120

割賦利益繰延 1,215 42,671

その他 9,265 24,428

流動負債合計 352,724 1,677,872

固定負債   

長期借入金 139,076 392,991

リース債務 － 502

ポイント引当金 5,827 5,885

退職給付引当金 2,799 6,033

利息返還損失引当金 42,714 78,093

事業移転損失引当金 － 8,500

その他 6,005 3,317

固定負債合計 196,422 495,322

負債合計 549,146 2,173,195

純資産の部   

株主資本   

資本金 51,343 57,843

資本剰余金 8,536 41,059

利益剰余金 15,280 △52,595

自己株式 △5,044 △5,044

株主資本合計 70,116 41,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98 1,195

繰延ヘッジ損益 － 182

評価・換算差額等合計 98 1,377

少数株主持分 292 377

純資産合計 70,506 43,018

負債純資産合計 619,652 2,216,213
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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20年３月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

包括信用購入あっせん収益 32,988 57,844

個別信用購入あっせん収益 156 34,802

信用保証収益 － 16,889

融資収益 92,266 91,457

その他の収益 14,764 31,029

金融収益 78 719

営業収益合計 140,254 232,743

営業費用   

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 15,237 14,309

ポイント引当金繰入額 4,252 4,078

給料及び賞与 12,758 30,744

賞与引当金繰入額 852 2,120

退職給付引当金繰入額 499 1,191

役員退職慰労引当金繰入額 1 －

支払手数料 7,685 20,815

事務委託費 6,600 19,599

貸倒引当金繰入額 6,064 38,717

通信費 6,173 11,853

地代家賃 1,997 6,130

利息返還損失引当金繰入額 37,915 57,062

その他 21,123 39,567

販売費及び一般管理費合計 121,162 246,193

金融費用   

支払利息 10,348 18,318

その他 1,295 2,398

金融費用合計 11,644 20,716

その他 － 6,211

営業費用合計 132,806 273,120

営業利益又は営業損失（△） 7,448 △40,377

営業外収益   

受取配当金 － 724

持分法による投資利益 3 283

その他 269 1,272

営業外収益合計 273 2,280

営業外費用   

その他 193 421

営業外費用合計 193 421

経常利益又は経常損失（△） 7,527 △38,518
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 107 4,960

投資有価証券償還益 3,627 －

負ののれん発生益 － 7,062

その他 68 279

特別利益合計 3,802 12,302

特別損失   

販売用不動産評価損 － 566

固定資産除売却損 － 158

投資有価証券評価損 1,488 405

貸倒引当金繰入額 － 9,895

割増退職金 － 12,058

退職給付制度一部終了損 － 244

合併関連費用 368 808

その他 271 296

特別損失合計 2,128 24,433

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

9,201 △50,649

法人税、住民税及び事業税 1,944 961

法人税等調整額 3,197 16,179

法人税等合計 5,141 17,140

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △67,790

少数株主利益 84 85

当期純利益又は当期純損失（△） 3,974 △67,876

㈱セディナ　(8258)　平成22年３月期決算短信

－14－



(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20年３月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 43,343 51,343

当期変動額   

新株の発行 7,999 6,500

当期変動額合計 7,999 6,500

当期末残高 51,343 57,843

資本剰余金   

前期末残高 536 8,536

当期変動額   

新株の発行 7,999 6,500

合併による増加 － 26,023

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 7,999 32,522

当期末残高 8,536 41,059

利益剰余金   

前期末残高 11,306 15,280

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 3,974 △67,876

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 3,974 △67,876

当期末残高 15,280 △52,595

自己株式   

前期末残高 △5,044 △5,044

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △5,044 △5,044

株主資本合計   

前期末残高 50,141 70,116

当期変動額   

新株の発行 15,999 13,000

合併による増加 － 26,023

当期純利益又は当期純損失（△） 3,974 △67,876

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 19,974 △28,853

当期末残高 70,116 41,262
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 225 98

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △127 1,097

当期変動額合計 △127 1,097

当期末残高 98 1,195

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 182

当期変動額合計 － 182

当期末残高 － 182

評価・換算差額等合計   

前期末残高 225 98

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △127 1,279

当期変動額合計 △127 1,279

当期末残高 98 1,377

少数株主持分   

前期末残高 207 292

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 84 85

当期変動額合計 84 85

当期末残高 292 377

純資産合計   

前期末残高 50,574 70,506

当期変動額   

新株の発行 15,999 13,000

合併による増加 － 26,023

当期純利益又は当期純損失（△） 3,974 △67,876

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 1,364

当期変動額合計 19,932 △27,488

当期末残高 70,506 43,018
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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20年３月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

9,201 △50,649

減価償却費 304 1,466

無形固定資産償却費 3,267 9,071

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30,830 △1,239

賞与引当金の増減額（△は減少） 338 △845

ポイント引当金の増減額（△は減少） 515 △1,083

退職給付引当金の増減額（△は減少） △63 △1,647

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 －

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 12,881 14,672

事業移転損失引当金の増減額(△は減少) － △600

受取利息及び受取配当金 △115 △769

支払利息 － 19,068

持分法による投資損益（△は益） △3 △283

負ののれん発生益 － △7,062

割増退職金 － 12,058

投資有価証券売却損益（△は益） △107 △4,952

投資有価証券評価損益（△は益） 1,488 405

投資有価証券償還損益（△は益） △3,627 －

営業債権の増減額（△は増加） △1,541 135,473

営業債務の増減額（△は減少） 12,349 △39,119

預り金の増減額（△は減少） 590 △27,909

割賦利益繰延の増減額（△は減少） 181 △12,789

その他 △3,767 22,232

小計 1,051 65,498

利息及び配当金の受取額 115 772

利息の支払額 － △19,550

割増退職金の支払額 － △11,994

法人税等の還付額 － 5,075

法人税等の支払額 △13,728 △930

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,561 38,870

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 △258 △1,073

無形固定資産の取得による支出 △2,827 △12,382

無形固定資産の売却による収入 1 －

投資有価証券の取得による支出 － △21

投資有価証券の売却による収入 178 5,590

投資有価証券の償還による収入 3,627 －

合併による支出 △738 △913

その他 △37 394

投資活動によるキャッシュ・フロー △55 △8,406
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） △36,195 11,537

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 13,700 12,200

長期借入れによる収入 112,471 241,502

長期借入金の返済による支出 △137,443 △316,856

転換社債の償還による支出 12,917 △11,600

新株予約権の発行による収入 15,835 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △1 －

その他 △0 △954

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,716 △64,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,334 △33,823

現金及び現金同等物の期首残高 84,492 53,157

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 117,587

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,566

現金及び現金同等物の期末残高 53,157 138,488
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該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項  

    連結子会社数      13社  

    主要な連結子会社名  エムシーエス債権管理回収株式会社 

               株式会社シーエフ債権回収 

                なお、株式会社シーエフ債権回収、株式会社クオークビジネス 

               サポート、株式会社シーエフオートリース、株式会社シーエフカ 

               ーシステム、株式会社シーエフ信用保証、株式会社セディナトー 

               タルサービス及び株式会社セディナプランニングについては、平 

               成21年４月１日の合併による株式取得のため、連結子会社に含め 

               ております。 

                また、株式会社クオークビジネスサポートについては、平成22 

               年１月１日に株式会社セディナトータルサービスに吸収合併され  

               たことにより、連結子会社から除いております。 

   主要な非連結子会社名 株式会社ＣＤプランニング 

                非連結子会社１社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上 

               高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合   

               う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな 

               いため、連結の範囲から除いております。 

   開示対象特別目的会社  当連結会計年度より、合併に伴い開示対象特別目的会社が新た 

               に１社対象となっております。当該開示対象特別目的会社の概 

               要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特 

               別目的会社との取引金額等については、「開示対象特別目的会社 

               に関する注記」に記載しております。 

２．持分法の適用に関する事項  

    持分法適用関連会社数     ２社  

    主要な持分法適用関連会社名 株式会社日本旅行オーエムシートラベル  

                  なお、当連結会計年度より、ＳＭＭオートファイナンス 

                 株式会社については、平成21年４月１日の合併による株式取 

                 得のため、持分法適用関連会社に含めております。 

   持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称 

                  株式会社ＣＤプランニング  

                   持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ 

                  す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、 

                  持分法の適用から除外しております。  

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項  

    連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。  

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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４．会計処理基準に関する事項  

  (1)重要な資産の評価基準及び評価方法  

   ①有価証券  

    その他有価証券  

 

 
   ③たな卸資産  

    商品  

 
  

  (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法  

   ①有形固定資産(リース資産を除く)  

a 平成10年３月31日以前に取得したもの…………旧定率法 

 
③リース資産…………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

  

 (3)重要な引当金の計上基準  

   ①貸倒引当金  

     債権の貸倒れ等による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒 

    懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して  

    おります。  

   ②賞与引当金  

     執行役員及び従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年 

    度の負担額を計上しております。  

   ③ポイント引当金  

     カード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、カード会員に付与したポイントの 

    使用による費用負担に備えるため、当連結会計年度末における費用負担見込額を計上して 

    おります。 

時 価 の あ る も の ………… 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）

時 価 の な い も の ………… 移動平均法による原価法

②デリバティブ ………… 時価法

販 売 用 不 動 産 ………… 個別法による原価法 

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

イ 建物(建物付属設備を除く)

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

ロ 賃貸資産…………リース期間を耐用年数とし、リース期間満了時の賃貸資産の見積処分価  

            額を残存価額とする定額法

ハ 建物(建物付属設備を除く)、賃貸資産以外の有形固定資産 

   (主な耐用年数 建物及び構築物 ３～47年)

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無形固定資産(リース資産を除く)…………定額法

（主な償却年数 自社利用のソフトウエア ５年）
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    ④退職給付引当金  

     従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産  

    の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上してお  

    ります。  

     過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ    

    る定額法により費用処理しております。  

     数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内  

    の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から  

    費用処理することとしております。  

   ⑤利息返還損失引当金  

     将来の利息返還の請求に備えるため、過去の返還実績等を勘案した必要額を計上してお  

    ります。  

   ⑥事業移転損失引当金  

     住宅ローンについて事業移転に関する方針を決定したことに伴い、同事業の移転により  

    発生する損失に備えるため、移転時における損失見込額を計上しております。 

  

 (4)重要なヘッジ会計の方法  

   ①ヘッジ会計の方法  

     原則として繰延ヘッジ処理によっております。  

     ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理によっ 

    ております。  

   ②ヘッジ手段とヘッジ対象  

 
  ③ヘッジ方針  

     デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた社内規定である「資金お  

    よび証券の計画・運用規定」に基づき、金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしており 

    ます。  

   ④ヘッジの有効性評価の方法  

     ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較し、両者の変  

    動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている  

    金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。  

  

(5)収益の計上基準  

顧客手数料(リボ払・分割払)…………主として残債方式による期日到来基準   

加盟店手数料…………立替払契約時に計上 

  ②個別信用購入あっせん  

顧客手数料(分割払)…………７・８分法による期日到来基準 

 加盟店手数料…………立替払契約時に計上 

  ③信用保証………… 残債方式による発生基準 または７・８分法による期日到来基準 

  ④融資………… 残債方式による発生基準 または７・８分法による期日到来基準 

  ⑤ファイナンス・リース取引 …………リース料受取時に売上高と売上原価を計上  

ヘ ッ ジ 手 段  ………… 金利スワップ取引 

ヘ ッ ジ 対 象 ………… 借入金 

 ①包括信用購入あっせん 
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(6)その他  

   ① 消費税等の会計処理  

     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に 

    係る控除対象外消費税等は、長期前払消費税等として投資その他の資産の「その他」に計 

    上し、５年間で均等償却を行っております。  

   ② 繰延資産の処理方法  

 
  

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項  

    連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。  

  

６．のれんの償却に関する事項  

 のれんの償却については、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。  

 なお、金額に重要性がないものについては、発生年度において一括償却を行っております。  

  

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。  

  

１．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、当連結会計年度  

  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。  

   これに伴う当連結会計年度の営業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失に与える影響は 

  軽微であります。  

  

２．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、当連結会計年度からこ 

  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。  

   これに伴う当連結会計年度の営業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失に与える影響は 

  軽微であります。  

  

株 式 交 付 費  …………
株式交付の時から３年間にわたり、定額法に
より償却しております。

(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
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３．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 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、当連結会計年度からこれらの会計基準等を適用しております。  

  

４．退職給付引当金に関する会計基準等の適用  

   当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)」(企業会計基準第 

  19号 平成20年７月31日)を適用しております。  

   これに伴う当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響 

  はありません。  

  

５．表示方法の変更  

(連結貸借対照表関係)  

 前連結会計年度において、預り金に含めていた集金代行預り金は、重要性が増加したため、当連

結会計年度より区分掲記することといたしました。なお、前連結会計年度の預り金に含まれる集金

代行預り金は762百万円であります。 

  

(連結損益計算書関係)  

(1)割賦販売法の改正に伴い、前連結会計年度において「総合あっせん収益」、「個品あっせん収

益」として表示されていたものは、当連結会計年度から「包括信用購入あっせん収益」、「個別信用

購入あっせん収益」として表示しております。  

  

  

(2)「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)に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)が平成21年４月１日以後開始

する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度では、「少数株主損益調

整前当期純損失」の科目を表示しております。 
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  (5) 財務制限条項 

     借入金のうち、64,837百万円には、営業利益に係る財務制限条項が付されております。 

  

  

(8)連結財務諸表に関する注記事項

１.連結貸借対照表関係

（前連結会計年度） （当連結会計年度）

(1)有形固定資産減価償却累計額 1,137百万円 4,423百万円

(2)担保資産及び担保付債務

 ①担保に供している資産

  割賦売掛金 ―百万円 17,170百万円

  営業貸付金 5,000百万円 5,000百万円

  投資有価証券 ―百万円 1,977百万円

 ②担保付債務

  短期借入金 ―百万円 1,000百万円

  流動負債

  その他(債権流動化支払債務） ―百万円 8,320百万円

  長期借入金(１年内返済含む) ―百万円 13,791百万円

  固定負債

  その他(債権流動化支払債務) 5,000百万円 ―百万円

(3)偶発債務 534百万円 446,262百万円

(4)債権流動化

 ①債権流動化に伴いオフバランス  
  した債権額

  割賦売掛金 20,556百万円 72,417百万円

  営業貸付金 79,620百万円 59,373百万円

 ②債権流動化に伴い当社が保有し、   
  対象債権に含めている信託受益権

  割賦売掛金 15,798百万円 78,845百万円

  営業貸付金 136,048百万円 112,401百万円
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   (1) 連結部門別取扱高 

 
(注) １． ( )内は、元本取扱高であります。  

 ２．「その他」の主なものは、集金代行であります。 

 ３. 信用保証のうち、極度貸し貸付の保証残高は56,927百万円であります。 

 ４. 前連結会計年度は、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、 

    前連結会計年度は、決算期変更に伴い13ヶ月決算となっておりますので、前期比は記載しておりませ  

  ん。 

 ５.  当連結会計年度より、合併に伴い重要性が増加したため、信用保証を記載しております。 

  

      (2) 特別損失に計上した貸倒引当金繰入額は、平成21年４月の合併に伴い、債権区分に係る基 

    準を統一したことにより引当計上したものであります。 

２.連結損益計算書関係

部門別
前連結会計年度 当連結会計年度

増減金額 前期比
金額 構成比 金額 構成比

包括信用購入あっせん

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

1,186,279 63.8 1,922,793 29.5 ― ―

 (1,184,237) (1,918,800)

個別信用購入あっせん
1,307 0.1 640,317 9.8 ― ―

  (  1,194) ( 628,695)

信用保証
― ― 407,033 6.3 ― ―

(    ―) ( 398,823)

融資
436,120 23.4 472,339 7.3 ― ―

( 436,120) ( 471,333)

その他 235,908 12.7 3,065,770 47.1 ― ―

合計 1,859,616 100.0 6,508,254 100.0 ― ―

㈱セディナ　(8258)　平成22年３月期決算短信

－25－



   

(注) 普通株式の発行済株式の増加66,666,600株は、平成20年９月29日開催の取締役会の決議により、平成20年

10月14日を払込期日とする株式会社三井住友フィナンシャルグループへの第三者割当増資による新株式の発

行を実施したことによるものであります。 

  
  

   

(注) 普通株式の自己株式の増加897株は、単元未満株式の買取によるものであり、減少80株は、単元未満株式

の買増請求によるものであります。 

  

  (3) 新株予約権等に関する事項 

 
(注)１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載してお

ります。 

２． 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３． 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は発行によるものであります。 

  

  (4) 配当に関する事項 

３.連結株主資本等変動計算書関係

    前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年３月31日)

  (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 213,682,082 66,666,600 ― 280,348,682

  (2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 2,115,183 897 80 2,116,000

区分
新株予約権の 

内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当連結会計
年度末残高 
(百万円)

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計 
年度末

提出会社

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債 
(平成20年10月14日発
行)

普通株式 ― 54,166,666 ― 54,166,666 13,000

合計 ― 54,166,666 ― 54,166,666 13,000

   該当事項はありません。
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(注)  普通株式の発行済株式の増加207,247,797株は、株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオー 

クと合併したことに伴い、株式会社セントラルファイナンスの普通株式１株につき当社普通株式0.85株を、株

式会社クオークの普通株式１株につき当社普通株式20株を割当交付したことによる増加153,081,131株及び株式

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よる増加54,166,666株であります。 

  

   

(注) 普通株式の自己株式の増加3,610株は、単元未満株式の買取によるものであり、減少502株は、単元未満

株式の買増請求によるものであります。 

  

 
(注) 当連結会計年度における新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

     

    当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

  (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 280,348,682 207,247,797 ― 487,596,479

  (2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 2,116,000 3,610 502 2,119,108

  (3) 新株予約権等に関する事項

区分
新株予約権の 

内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当連結会計
年度末残高 
(百万円)

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計 
年度末

提出会社

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債 
(平成20年10月14日発
行)

普通株式 54,166,666 ― 54,166,666 ― ―

合計 54,166,666 ― 54,166,666 ― ―

  (4) 配当に関する事項

   該当事項はありません。
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(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

 
  

(2) 重要な非資金取引の内容 

①平成21年４月１日に合併した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より 

 引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。 

 

 
②転換社債型新株予約権付社債の転換 

 
  

４.連結キャッシュ・フロー計算書関係

（前連結会計年度） （当連結会計年度）

現金及び預金勘定 53,157百万円 138,588百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 ―百万円 △100百万円

現金及び現金同等物 53,157百万円 138,488百万円

流動資産 1,693,793百万円

固定資産 105,693百万円

資産合計 1,799,486百万円

流動負債 1,379,685百万円

固定負債 395,016百万円

負債合計 1,774,701百万円

転換社債型新株予約権付社債の転
換による資本金の増加

6,500百万円

転換社債型新株予約権付社債の転
換による資本準備金の増加

6,500百万円

転換による転換社債型新株予約権
付社債の減少

13,000百万円
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前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21

年４月１日 至 平成22年３月31日)については、全セグメントの営業収益の合計、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クレジット事業の割合が、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。 

  

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

４月１日 至 平成22年３月31日)については、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資

産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

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

４月１日 至 平成22年３月31日)については、海外営業収益が連結営業収益の10％未満のため、海外

営業収益の記載を省略しております。 

(セグメント情報)

１. 事業の種類別セグメント情報

２. 所在地別セグメント情報

３. 海外営業収益
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前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年３月31日） 

   １．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

   借主側 

    (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
  

   (2)未経過リース料期末残高相当額 

 
  

   (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 
  

   (4)減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

   (5)利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配 

    分方法については、利息法によっております。 

  

  ２．オペレーティング・リース取引 

   貸主側 

(リース取引関係)

その他有形固定資産(器具備品)

取得価額相当額 1,863百万円

減価償却累計額相当額 1,304百万円

期末残高相当額 559百万円

無形固定資産(ソフトウエア)

取得価額相当額 291百万円

減価償却累計額相当額 159百万円

期末残高相当額 132百万円

合計

取得価額相当額 2,155百万円

減価償却累計額相当額 1,463百万円

期末残高相当額 691百万円

１年以内 305百万円

１ 年 超 413百万円

  計 718百万円

支払リース料 418百万円

減価償却費相当額 382百万円

支払利息相当額 31百万円

未経過リース料

１年以内 38百万円

１ 年 超 193百万円

  計 232百万円
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 １．借主側 

   (1)ファイナンス・リース取引 

    ①リース資産の内容 

     主に器具及び備品であります。 

    ②減価償却の方法 

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  (2)オペレーティング・リース取引 

    オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

 
  

 ２．貸主側  

   (1)ファイナンス・リース取引  

    ①リース投資資産の内訳 

 
  

   ②リース投資資産に係るリース料債権部分の連結会計年度末後の回収予定額 

 
  

  (2)オペレーティング・リース取引  

    オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

 
  

  

１年以内 134百万円

１ 年 超 672百万円

  計 806百万円

流動資産

  リース料債権部分 8,766百万円

 見積残存価額部分 3,324百万円

 受取利息相当額 1,247百万円

 リース投資資産 10,843百万円

流動資産 （百万円）

リース投資資産

 １年以内 3,329

 １年超２年以内 2,518

 ２年超３年以内 1,681

 ３年超４年以内 904

 ４年超５年以内 294

 ５年超 38

１年以内 278百万円

１ 年 超 240百万円

  計 518百万円
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

（追加情報）  

    当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10 

 月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平 

 成18年10月17日)を適用しております。  

 
(注)取引条件及び取引条件の決定方針  

 新株予約権付社債の行使については、株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットが当社の発行した転換社債型新

株予約権付社債を第三者割当により額面で引き受けたものの行使であります。なお、転換価額は240円であり、

利息は付しておりません。  

  

  

当連結会計年度(平成22年３月31日現在) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 
 繰延税金負債 

 
  

(関連当事者情報)

種類

 
会社等の 

名称 
 

所在地

 
資本金 

(百万円) 
 
 

事業の内容
議決権等の
被所有割合

(％)

関連当事
者との関

係

取引の内容 
 
 

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の
関係会社

株式会社  
ＳＭＦＧ 
カード＆ 
クレジット  

 

東京都 
千代田区

 
 

100
子会社及び
関連会社の
経営管理等

直接 46.1 -
新株予約権
付社債の行

使
13,000 - -

(税効果会計関係)

利息返還損失引当金損金不算入額 31,627百万円

繰越欠損金 31,427百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 30,673百万円

貸倒償却否認額 13,719百万円
会社分割により取得した承継会社
株式 6,277百万円

事業移転損失引当金損金不算入額 3,442百万円

投資有価証券評価損 2,586百万円

退職給付引当金損金不算入額 2,443百万円

ポイント引当金損金不算入額 2,383百万円

その他 7,464百万円

繰延税金資産小計 132,046百万円

評価性引当額 △82,322百万円

繰延税金資産合計 49,724百万円

合併により時価を付した資産及び
負債の否認額 △3,191百万円

退 職 給 付 信 託 設 定 益 △1,957百万円

その他有価証券評価差額金 △1,160百万円

その他 △334百万円

繰延税金負債合計 △6,644百万円

繰延税金資産の純額 43,079百万円
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)  

（追加情報）  

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）

を適用しております。  

  

１．金融商品の状況に関する事項  

 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入を中心と

した資金調達を行っております。  

 営業債権である割賦売掛金、信用保証割賦売掛金及び営業貸付金については、顧客の信用リスクに晒

されておりますが、社内管理規定に沿ってリスク低減が図られております。また、投資有価証券は主と

して株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行い、非上場株式についても定期的に

発行体の財務状況等の把握を行っております。  

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。借入金やコ

マーシャル・ペーパー等による資金調達の使途は主として運転資金であり、一部の長期借入金の金利変

動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバテ

ィブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引で

あり、社内管理規定に従い、実需の範囲で行うこととしております。  

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

  

(金融商品関係) 

㈱セディナ　(8258)　平成22年３月期決算短信

－33－



２．金融商品の時価等に関する事項  

 平成22年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に

は含まれておりません((注２)を参照)。 

  

連結貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額

(1)現金及び預金 138,588 138,588 ―

(2)割賦売掛金 824,421

  割賦利益繰延（*2） △24,899

  貸倒引当金（*3） △38,335

761,185 775,414 14,229

(3)営業貸付金 483,593

  割賦利益繰延（*2） △547

  貸倒引当金（*3） △60,837

422,208 454,013 31,804

(4)流動資産その他（未収入金） 26,069

  貸倒引当金（*3） △5,831

20,237 20,237 ―

(5)投資有価証券

  その他有価証券 22,136 22,136 ―

(6)固定化営業債権 7,484

  貸倒引当金（*3） △5,152

2,332 2,332 ―

資産計 1,366,687 1,412,722 46,034

(1)支払手形及び買掛金 (109,229) (109,229) ―

(2)短期借入金 (297,837) (297,837) ―

(3)長期借入金

  １年内返済予定の長期借入金 (335,577)

  長期借入金 (392,991)

  流動負債その他（未払費用（*4）） (1,033)

(729,602) (739,498) △9,896

(4)コマーシャル・ペーパー (53,400) (53,400) ―

(5)預り金 (22,916) (22,916) ―

(6)集金代行預り金 (88,812) (88,812) ―

(7)流動負債その他（未払金） (9,241) (9,241) ―

(8)流動負債その他（未払費用(*5)） (4,405) (4,405) ―

(9)流動負債その他（債権流動化支払債務） (8,320) (8,320) ―

負債計 (1,323,765) (1,333,661) △9,896

デリバティブ取引

 ヘッジ会計が適用されているもの 305 305 ―

デリバティブ取引計 305 305 ―
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（*1） 負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

（*2） 割賦売掛金、営業貸付金に対応する割賦利益繰延を控除しております。 

（*3） 割賦売掛金、営業貸付金、流動資産その他（未収入金）及び固定化営業債権に対応する一般貸倒引当金及び

個別貸倒引当金を控除しております。 

（*4） 長期借入金に対応する未払利息であります。 

（*5） 長期借入金に対応する未払利息以外であります。 

  

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項  

資 産  

（1）現金及び預金  

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額   

  によっております。  

（2）割賦売掛金及び(3) 営業貸付金  

   これらの時価については、一定の種類及び期間に基づいた区分ごとに、元利金の合計額を満  

  期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。  

（4）流動資産その他（未収入金）  

   未収入金の時価については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額から貸倒見積高を控 

  除した金額と近似していることから、当該価額をもって時価としております。  

（5）投資有価証券  

   投資有価証券（株式）の時価については、取引所の価格によっております。  

（6）固定化営業債権  

   固定化営業債権等については、担保による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定してい 

  るため、時価は帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額を 

  もって時価としております。  

  

負 債  

（1）支払手形及び買掛金並びに（2）短期借入金  

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 

  によっております。  

（3）長期借入金（１年内返済予定を含む）  

   長期借入金の時価のうち、固定金利によるものについては、元利金の合計額を同様の新規借  

  入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。変動金利によ 

  る長期借入金のうち、金利スワップの特例処理の対象とされているものについては、（下記デ 

  リバティブ取引参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の 

  借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によって 

  おります。それ以外の変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、当 

  社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考え 

  られるため、当該帳簿価額によっております。  

（4）コマーシャル・ペーパー、（5）預り金、（6）集金代行預り金、（7）流動負債その他（未払  

  金）、（8）流動負債その他（未払費用（長期借入金に対応する未払利息以外））及び（9）流 

  動負債その他（債権流動化支払債務）  

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額  

  によっております。  

  

契約額等 時価

(1)信用保証割賦売掛金／信用保証買掛金 699,461 2,047

(2)保証債務 446,262 △3,719
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デリバティブ取引  

 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて

いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記負債 （3）参照）。  

  

その他  

（1）信用保証割賦売掛金／信用保証買掛金及び（2）保証債務  

   契約上の保証料の将来キャッシュ・フローと同様の新規契約を実行した場合に想定される保  

  証料の将来キャッシュ・フローとの差額を割り引いて算定した現在価値を時価としておりま 

  す。 

  

  

(注２) 時価を把握をすることが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価等に関する

事項の本表には含めておりません。 

 
（*1） 負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

（*2） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開

示の対象とはしておりません。 

（*3） 当連結会計年度において、非上場株式について227百万円減損処理を行っております。 

（*4） 長期預り保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの予測が困難であることか

ら、時価開示の対象とはしておりません。 

（*5） 当社は、クレジットカードに付帯するキャッシング業務及びカードローン業務を行っております。当該業務

に係る貸出未実行残高については、将来キャッシュ・フローを特定することは困難であるため、時価を把握す

ることが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。 

  

連結貸借対照表計上額(*1)

(1)投資有価証券（非上場株式）(*2・*3)

   その他有価証券 5,055

   関係会社株式 2,407

7,463

(2)長期預り保証金(*4) (2,736)

(3)貸出コミットメント(*5) ―
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 前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年３月31日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日現在) 

 
（注） 減損処理にあたっては、連結会計年度末日における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処

理を行い、30％～50％下落した場合には、下落率の推移並びに回復可能性を考慮して必要と認めた銘柄につい

て減損処理を行っております。 

  

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年３月１日 至 平成21年３月31日) 

 
  
 ３．時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年３月31日現在) 

その他有価証券  非上場株式     1,795百万円 

（注） 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損1,488百万円を計上しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．その他有価証券(平成22年３月31日現在) 

 
（注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額 5,055百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
  
３．減損処理を行った有価証券 

 その他有価証券の株式について、177百万円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末日における時価が取得原価に比べ50％以上下落し

た場合には減損処理を行い、30％～50％下落した場合には、下落率の推移並びに回復可能性を考慮

して必要と認めた銘柄について減損処理を行っております。 

(有価証券関係)

種類 取得原価
連結貸借対照表

計上額
差額

百万円 百万円 百万円

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 49 286 237

小計 49 286 237

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 256 184 △71

小計 256 184 △71

合計 305 471 165

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

178 107 11

種類
連結貸借対照表 

計上額
取得原価 差額

百万円 百万円 百万円

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 14,059 11,275 2,783

小計 14,059 11,275 2,783

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 8,077 8,900 △823

小計 8,077 8,900 △823

合計 22,136 20,176 1,960

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

百万円 百万円 百万円

株式 5,590 4,960 7

合計 5,590 4,960 7
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前連結会計年度末（平成21年３月31日現在） 

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引しか利用されていないため、該当事項はありませ 

 ん。 

  

当連結会計年度末（平成22年３月31日現在） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

該当事項はありません。 

  

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

 
(注１) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

(注２) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計の方法 取引の種類等 主なヘッジ対象 契約額等
契約額のうち 

１年超
時価

（百万円） （百万円） （百万円）

原則的処理方法 金利スワップ取引 長期借入金 67,455 49,001 （注１）  305

支払固定・受取変動

金利スワップの 金利スワップ取引 長期借入金 91,497 90,059 （注２）

特例処理 支払固定・受取変動

合計 158,952 139,060 ―
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当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び適格退職年金制度

並びに退職一時金制度を設けております。 

 また、一部の連結子会社においては、中小企業退職金共済制度を導入しております。 

 なお、当社では一部の確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度において、退職給付信託を設定して

おります。 

  当社及び連結子会社では、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合があります。 
  

 
(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

 
(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1)勤務費用」に計上しております。 

  
  

(退職給付関係)

１. 採用している退職給付制度の概要

２. 退職給付債務に関する事項

（前連結会計年度） （当連結会計年度）

(1)退職給付債務 △4,254百万円 △19,646百万円

(2)年金資産 1,223百万円 16,631百万円

(3)未積立退職給付債務 (1)＋(2) △3,031百万円 △3,014百万円

(4)未認識数理計算上の差異 307百万円 △614百万円

(5)未認識過去勤務債務 △75百万円 △46百万円

(6)連結貸借対照表計上額純額  
           (3)+(4)+(5)

△2,799百万円 △3,676百万円

(7)前払年金費用 ―百万円 2,357百万円

(8)退職給付引当金   (6)－(7) △2,799百万円 △6,033百万円

３. 退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年３月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(百万円)

(1)勤務費用 414(注) 1,054(注)

(2)利息費用 92 433

(3)期待運用収益 △8 △326

(4)数理計算上の差異の費用処理額 11 40

(5)過去勤務債務の費用処理額 △11 △10

(6)退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 499 1,191

(7)確定拠出年金の費用処理額 175 140

 (8)早期退職優遇制度等の費用処理額 137 19

 (9)割増退職金 ― 12,058

 (10)退職給付制度の一部終了に伴う特別損失 ― 244

計 811 13,653

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(前連結会計年度) (当連結会計年度)
(1)退職給付見込額の期間配分方法

   確定給付企業年金制度 期間定額基準及びポイント基準 同左
   退職一時金制度 ポイント基準 期間定額基準及びポイント基準
   適格年金制度 － 期間定額基準
(2)割引率 2.0％ 同左
(3)期待運用収益率

   確定給付企業年金制度 0.5％ 0.5%～2.5%
(4)過去勤務債務の額の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法によって
おります。)

同左

(5)数理計算上の差異の処理年数 10年(各連結会計年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
することとしております。)

同左
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取得による企業結合  

 １．被取得企業の名称及びその事業の内容、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、結合後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠  

  (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容  

    被取得企業の名称  株式会社セントラルファイナンス（以下「ＣＦ」）  

    事業の内容     クレジットカード業務、ショッピングクレジット業務、融資業務、  

              保証業務、集金代行業務  

    被取得企業の名称  株式会社クオーク（以下「クオーク」）  

    事業の内容     クレジットカード業務、ショッピングクレジット業務、融資業務、  

              信用保証業務、集金代行業務  

  

  (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。信販事業についても、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、ＣＦ及びクオークは、各社の顧客基盤、営業力、ノウハウ 

   等を結集・融合し、カード事業、信販事業及びソリューション事業を核として、専門性と機動 

   性に溢れたわが国 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  

    当社を存続会社とし、ＣＦ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.)  

  (6) 取得した議決権比率  

    100.0％  

  (7) 取得企業を決定するに至った主な根拠  

    対価の種類が株式であるため、当該株式を交付した当社を取得企業と決定いたしました。  

  

２．連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間  

   平成21年４月１日から平成22年３月31日まで  

  

(企業結合等関係)
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３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

(1) ＣＦ 

 
  

(2) クオーク 

 
  

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数  

  (1) 株式の種類別の交換比率  

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

   き、当社の普通株式20株の割合をもって割当て交付いたしました。 

  

  (2) 株式交換比率の算定方法  

    当社とＣＦ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、当社は野村證券株式会社(以下「野村證券」)を、ＣＦ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、当社とＣＦ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 

   のレンジを当社１に対し、ＣＦ0.67～1.11、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 

   当社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、 

   当社及びＣＦ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当社１に対し、ＣＦ0.79～1.00、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、当社及びＣＦ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当社１に対し、ＣＦ  

   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。  

    当社は野村證券による合併比率の算定結果を参考に、ＣＦ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。  

  

取得の対価

  株式会社セディナの普通株式 19,618百万円

取得に直接要した費用

  アドバイザリー費用等 605百万円

  取得原価 20,223百万円

取得の対価

  株式会社セディナの普通株式 6,405百万円

取得に直接要した費用

  アドバイザリー費用等 320百万円

  取得原価 6,725百万円
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  (3) 交付した株式数  

    153,081,131株  

    なお、クオークの普通株式36,000株については、買取請求を受けたため、上記交付した株式  

   数には含めておりません。  

  

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び 

   発生原因  

  (1) ＣＦ  

    ①発生したのれんの金額      9,227百万円  

    ②発生原因  

     取得原価が企業結合時の時価純資産を上回ることにより発生しております。  

    ③償却方法及び償却期間  

     20年間にわたる均等償却であります。  

  

  (2) クオーク  

    ①負ののれんの発生益の金額  

     7,062百万円  

    ②発生原因  

     企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ることにより発生しております。  

  

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  (1) ＣＦ  

 
  

(2) クオーク 

 
  

  

  

流動資産 986,665百万円

固定資産 84,844百万円

資産合計 1,071,510百万円

流動負債 828,430百万円

固定負債 233,715百万円

負債合計 1,062,145百万円

流動資産 707,127百万円

固定資産 20,848百万円

資産合計 727,976百万円

流動負債 551,255百万円

固定負債 161,300百万円

負債合計 712,556百万円
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１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要  

   当社では、資金調達先の多様化を図り、安定的に資金を調達することを目的として、割賦債 

  権の流動化を実施しております。当該流動化にあたり特別目的会社を利用しております。  

   当該流動化において、当社は割賦債権の信託資産の設定を行った後、優先部分と劣後部分等  

  の異なる受益権に分割いたします。その後、優先受益権のみを特別目的会社に譲渡し、譲渡し 

  た優先受益権を裏付けとして特別目的会社が社債の発行を行い、調達した資金を売却代金とし 

  て受領いたします。  

   さらに、当社は特別目的会社に対し、回収サービス業務を行い、また信託資産における劣後 

  受益権等を留保しております。このため、当該信託資産が見込みより回収不足となった劣後的 

  な残存部分については、適正に貸倒引当金が設定されております。  

   流動化の結果、平成22年３月末において取引残高のある特別目的会社は１社あり、当該特別 

  目的会社の直近の決算日における資産総額は18,424百万円、負債総額は18,421百万円でありま 

  す。なお、当該特別目的会社についても、当社は議決権のある株式等は有しておらず、役員や 

  従業員の派遣もありません。  

2. 当連結会計年度における特別目的会社との取引金額等 

 
(注)譲渡した優先受益権の一部であり、当連結会計年度末残高を記載しております。 

  

(開示対象特別目的会社に関する注記)

(百万円)

主な取引の金額又は当連結
会計年度末残高

主な損益

項目 金額

その他（流動資産） 1,343 ― ―
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(注) １. 当連結会計年度の潜在株式調整後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を計上しているため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の 

基礎は、以下のとおりであります。 

 
    

   ３. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(１株当たり情報)

(前連結会計年度) (当連結会計年度)

１株当たり純資産額 252円 36銭 87円 83銭

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純損失（△） 16円 56銭 △139円 86銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 15円 10銭 ―円 ―銭

(前連結会計年度) (当連結会計年度)

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純損失
 当期純利益又は当期純損失（△） 3,974百万円 △67,876百万円

 普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円

 普通株式に係る当期純利益 
 又は当期純損失（△） 3,974百万円 △67,876百万円

 普通株式の期中平均株式数 240,017千株 485,329千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額 ─百万円 ─百万円

 普通株式増加数 23,116千株 ─千株

  (うち新株予約権) (23,116千株) ( ─千株)

(前連結会計年度末) (当連結会計年度末)

純資産の部の合計額 70,506百万円 43,018百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 292百万円 377百万円

   (うち少数株主持分) (292百万円) (377百万円)

普通株式に係る期末の純資産額 70,214百万円 42,640百万円

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数 278,232千株 485,477千株
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当連結会計年度 (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

(追加情報）  

第三者割当による新株式の発行について  

 当社は、平成22年１月６日開催の取締役会決議及び平成22年３月12日開催の臨時株主総会決議によ

り、関係当局の許認可等が得られること等を条件として、平成22年５月31日付で第三者割当による新

株式の発行を実施する予定であります。  

 (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) 申込期間  

   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

資及び三井住友フィナンシャル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

予定であります。  

(重要な後発事象)

㈱セディナ　(8258)　平成22年３月期決算短信

－45－



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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 51,036 134,075

割賦売掛金 182,177 823,542

信用保証割賦売掛金 － 703,381

営業貸付金 349,345 483,590

関係会社短期貸付金 － 422

リース投資資産 － 5

前払費用 1,644 3,748

繰延税金資産 30,516 24,916

立替金 3,295 5,752

未収入金 17,106 24,947

未収還付法人税等 4,763 －

その他 125 7,948

貸倒引当金 △58,876 △111,185

流動資産合計 581,133 2,101,144

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,462 2,654

減価償却累計額 △730 △1,017

建物（純額） 731 1,637

器具備品 581 1,231

減価償却累計額 △316 △559

器具備品（純額） 264 671

土地 1 460

リース資産 － 2,852

減価償却累計額 － △1,900

リース資産（純額） － 952

その他 － 0

有形固定資産合計 996 3,721

無形固定資産   

ソフトウエア 6,013 22,251

のれん － 8,766

リース資産 － 196

その他 672 1,394

無形固定資産合計 6,685 32,609

投資その他の資産   

投資有価証券 2,250 27,170

関係会社株式 1,886 6,642

従業員に対する長期貸付金 2 60

関係会社長期貸付金 － 9,200

固定化営業債権 390 6,353

長期前払費用 507 1,376

繰延税金資産 20,727 17,696

差入保証金 1,432 3,923

その他 1,042 7,808

貸倒引当金 △407 △4,395

投資その他の資産合計 27,831 75,837

固定資産合計 35,514 112,168
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

繰延資産   

株式交付費 137 128

繰延資産合計 137 128

資産合計 616,785 2,213,442

負債の部   

流動負債   

支払手形 90 5,006

買掛金 42,511 103,790

信用保証買掛金 － 703,381

短期借入金 67,194 297,837

1年内償還予定の新株予約権付社債 13,000 －

1年内返済予定の長期借入金 132,959 334,205

コマーシャル・ペーパー 36,200 53,400

リース債務 － 637

未払金 2,729 8,388

未払費用 5,507 5,900

未払法人税等 21 292

預り金 49,355 22,791

集金代行預り金 － 88,812

賞与引当金 688 1,879

割賦利益繰延 1,215 42,746

その他 227 8,898

流動負債合計 351,702 1,677,969

固定負債   

長期借入金 139,076 391,979

リース債務 － 583

ポイント引当金 5,827 5,885

退職給付引当金 2,775 5,988

利息返還損失引当金 42,714 78,093

事業移転損失引当金 － 8,500

受入保証金 42 2,199

その他 5,344 564

固定負債合計 195,779 493,792

負債合計 547,481 2,171,761

純資産の部   

株主資本   

資本金 51,343 57,843

資本剰余金   

資本準備金 8,536 15,036

その他資本剰余金 － 26,022

資本剰余金合計 8,536 41,059

利益剰余金   

利益準備金 1,017 1,017

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 13,352 △54,572

利益剰余金合計 14,369 △53,555

自己株式 △5,044 △5,044

株主資本合計 69,205 40,303
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98 1,195

繰延ヘッジ損益 － 182

評価・換算差額等合計 98 1,377

純資産合計 69,303 41,680

負債純資産合計 616,785 2,213,442
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

包括信用購入あっせん収益 33,025 57,903

個別信用購入あっせん収益 156 34,802

信用保証収益 － 16,851

融資収益 92,267 91,449

その他の収益 12,186 20,800

金融収益 78 2,098

営業収益合計 137,713 223,906

営業費用   

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 15,624 14,703

ポイント引当金繰入額 4,252 4,078

給料及び賞与 9,483 25,462

福利厚生費 1,979 3,275

賞与引当金繰入額 688 1,879

退職給付引当金繰入額 403 1,076

支払手数料 7,617 20,944

事務委託費 10,459 25,278

貸倒引当金繰入額 6,056 38,656

通信費 6,004 11,460

消耗品費 2,241 5,837

租税公課 2,443 5,093

減価償却費 274 9,713

地代家賃 1,430 5,512

賃借料 668 304

利息返還損失引当金繰入額 37,915 57,062

その他 11,575 13,686

販売費及び一般管理費合計 119,120 244,026

金融費用   

支払利息 10,356 18,297

その他 1,295 2,398

金融費用合計 11,651 20,695

その他 － 15

営業費用合計 130,772 264,737

営業利益又は営業損失（△） 6,941 △40,830

営業外収益   

受取配当金 － 726

雑収入 254 1,269

営業外収益合計 254 1,995

営業外費用   

株式交付費償却 27 78

社債発行費償却 82 －

雑損失 84 311

営業外費用合計 194 389

経常利益又は経常損失（△） 7,001 △39,225

特別利益   

投資有価証券売却益 107 4,960

投資有価証券償還益 3,627 －

負ののれん発生益 － 7,062

その他 10 273

特別利益合計 3,744 12,296
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 － 139

投資有価証券評価損 1,488 1,001

貸倒引当金繰入額 － 9,895

割増退職金 － 12,058

退職給付制度一部終了損 － 244

合併関連費用 368 808

その他 269 298

特別損失合計 2,126 24,445

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8,619 △51,373

法人税、住民税及び事業税 1,693 168

法人税等調整額 4,049 16,382

法人税等合計 5,742 16,551

当期純利益又は当期純損失（△） 2,877 △67,924
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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20年３月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 43,343 51,343

当期変動額   

新株の発行 7,999 6,500

当期変動額合計 7,999 6,500

当期末残高 51,343 57,843

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 536 8,536

当期変動額   

新株の発行 7,999 6,500

当期変動額合計 7,999 6,500

当期末残高 8,536 15,036

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

合併による増加 － 26,023

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 － 26,022

当期末残高 － 26,022

資本剰余金合計   

前期末残高 536 8,536

当期変動額   

新株の発行 7,999 6,500

合併による増加 － 26,023

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 7,999 32,522

当期末残高 8,536 41,059

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,017 1,017

当期変動額   

合併による増加 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,017 1,017

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 20,000 －

当期変動額   

別途積立金の積立 △20,000 －

当期変動額合計 △20,000 －

当期末残高 － －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △9,525 13,352

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 2,877 △67,924

別途積立金の積立 20,000 －

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 22,877 △67,924

当期末残高 13,352 △54,572

利益剰余金合計   

前期末残高 11,492 14,369

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 2,877 △67,924

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 2,877 △67,924

当期末残高 14,369 △53,555

自己株式   

前期末残高 △5,044 △5,044

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △5,044 △5,044

株主資本合計   

前期末残高 50,327 69,205

当期変動額   

新株の発行 15,999 13,000

合併による増加 － 26,023

当期純利益又は当期純損失（△） 2,877 △67,924

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 18,877 △28,901

当期末残高 69,205 40,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 225 98

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △126 1,096

当期変動額合計 △126 1,096

当期末残高 98 1,195

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 182

当期変動額合計 － 182
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 － 182

評価・換算差額等合計   

前期末残高 225 98

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △126 1,278

当期変動額合計 △126 1,278

当期末残高 98 1,377

純資産合計   

前期末残高 50,553 69,303

当期変動額   

新株の発行 15,999 13,000

合併による増加 － 26,023

当期純利益又は当期純損失（△） 2,877 △67,924

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △126 1,278

当期変動額合計 18,750 △27,622

当期末残高 69,303 41,680
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該当事項はありません。 

  

  

 １．有価証券の評価基準及び評価方法 

 
(2)その他有価証券  

 
  

 ２.デリバティブの評価基準及び評価方法 

 
  

３.固定資産の減価償却の方法 

  (1)有形固定資産(リース資産を除く)  

 

 
  

３.繰延資産の処理方法 

 
  

(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

(5)重要な会計方針

(1)子会社株式及び関連会社株式 ………… 移動平均法による原価法 

時 価 の あ る も の ………… 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法による算出）

時 価 の な い も の ………… 移動平均法による原価法 

デ リ バ テ ィ ブ ………… 時価法

イ 建物(建物付属設備を除く)

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

ロ 賃貸資産…………リース期間を耐用年数とし、リース期間満了時の賃貸資産の見積処分価  

            額を残存価額とする定額法

ハ 建物(建物付属設備を除く)、賃貸資産以外の有形固定資産  

   (主な耐用年数 建物及び構築物 ３～47年)

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)無形固定資産 ………… 定額法

  (リース資産を除く)
（主な償却年数 自社利用のソフトウエア 
５年）

   
なお、のれんの償却については、20年以内のその効

果が及ぶ期間にわたって均等償却しております。

(3)リース資産 …………
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法

株   式   交   付   費 …………
株式交付の時から３年間にわたり、定額法により償
却しております。
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４.引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

   債権の貸倒れ等による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 

  債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま     

    す。 

 (2)賞与引当金 

   執行役員及び従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担 

  額を計上しております。 

 (3)ポイント引当金 

   カード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、カード会員に付与したポイントの使用 

  による費用負担に備えるため、当事業年度末における費用負担見込額を計上しております。 

(4)退職給付引当金  

   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額  

  に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。  

   過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定  

  額法により費用処理しております。  

   数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の  

  年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること  

  としております。  

 (5)利息返還損失引当金  

   将来の利息返還の請求に備えるため、過去の返還実績等を勘案した必要額を計上しておりま  

  す。  

 (6)事業移転損失引当金  

   住宅ローンについて事業移転に関する方針を決定したことに伴い、同事業の移転により発生  

  する損失に備えるため、移転時における損失見込額を計上しております。 
  
５.収益の計上基準 

 (1)包括信用購入あっせん  

顧客手数料(リボ払・分割払)…………主として残債方式による期日到来基準   

加盟店手数料…………立替払契約時に計上 

 (2)個別信用購入あっせん 

顧客手数料(分割払)…………主として残債方式による期日到来基準  

加盟店手数料…………立替払契約時に計上 

 (3)信用保証…………残債方式による発生基準 または７・８分法による期日到来基準 

 (4)融資…………残債方式による発生基準 または７・８分法による期日到来基準 

 (5)ファイナンス・リース取引…………リース料受取時に売上高と売上原価を計上 
  

６.ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法  

    原則として繰延ヘッジ処理によっております。  

    ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理によって    

   おります。  

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象  

 
(3)ヘッジ方針 

    デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた社内規定である「資金およ 

   び証券の計画・運用規定」に基づき、金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしておりま 

   す。 

ヘ ッ ジ 手 段 ………… 金利スワップ取引 

ヘ ッ ジ 対 象 ………… 借入金 
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(4)ヘッジの有効性評価の方法  

    ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動  

   額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利  

   スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。 

  
７.消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控 

 除対象外消費税等は、長期前払消費税等として投資その他の資産の「その他」に計上し、５年間 

 で均等償却を行っております。 
  

１．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、当事業年度からこれ 

  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。  

   これに伴う当事業年度の営業損失、経常損失、税引前当期純損失に与える影響は軽微であり 

  ます。  
  

２．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日以後開始する事業年度に 

  おいて 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、当事業年度からこれらの会計基準等を適用しております。  

  
３．退職給付引当金に関する会計基準等の適用  

   当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)」(企業会計基準第19号  

  平成20年７月31日)を適用しております。  

   これに伴う当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありませ 

  ん。  
  
４．受取配当金の計上区分に関する事項  

受取配当金は、従来営業外収益に計上しておりましたが、当事業年度より営業収益の「金融収益」に

含めて計上することにいたしました。この変更は合併後の会計処理について検討を行ったこと及び金額

的重要性が増したことにより、従来の処理方法を見直し「クレジット産業に係る会計基準の標準化につ

いて」(通商産業省通達60産局第291号)及び「信販会社の損益計算書における金融費用の表示につい

て」(日本公認会計士協会 信販・クレジット業部会部会長報告)の趣旨に従って処理することとしたこ

とによるものであります。  

 なお、この変更により従来の方法に比べ、営業収益は1,224百万円増加し、営業損失は同額減少して

おりますが、経常損失及び税引前当期純損失への影響はありません。  

(6)重要な会計方針の変更
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５．表示方法の変更  

前事業年度において、預り金に含めていた集金代行預り金は、重要性が増加したため、当事業年度よ

り区分掲記することといたしました。なお、前事業年度の預り金に含まれる集金代行預り金は772百万

円であります。  

  

 (1)割賦販売法の改正に伴い、前事業年度において「総合あっせん収益」「個品あっせん収益」とし

て表示されていたものは、当事業年度から「包括信用購入あっせん収益」「個別信用購入あっせん収

益」として表示しております。 

 (2)前事業年度において、販売費及び一般管理費の「その他」に含めていた無形固定資産減価償却費

は、重要性が増加したため、当事業年度より区分掲記することといたしました。なお、前事業年度の販

売費及び一般管理費の「その他」に含まれる無形固定資産減価償却費は3,165百万円であります。 

(貸借対照表関係)

(損益計算書関係) 
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(1)割賦売掛金 

 

(2)割賦利益繰延 

 
  

 
  

(7)個別財務諸表に関する注記事項

１.貸借対照表関係

部門別 前事業年度 当事業年度

百万円 百万円

包括信用購入あっせん 180,257 339,946

個別信用購入あっせん  1,919 483,596

計 182,177 823,542

 

部門別 前事業年度 当事業年度

百万円 百万円

包括信用購入あっせん 1,120 2,766

個別信用購入あっせん  80 22,133

信用保証  ― 17,299

融資  14   547

計 1,215 42,746

（前事業年度） （当事業年度）

(3)有形固定資産減価償却累計額 1,047百万円 3,478百万円

(4)担保資産及び担保付債務

 ①担保に供している資産

  割賦売掛金 ―百万円 17,170百万円

  営業貸付金 5,000百万円 5,000百万円

  投資有価証券 ―百万円 1,977百万円

 ②担保付債務

  短期借入金 ―百万円 1,000百万円

  流動負債

  その他(債権流動化支払債務) ―百万円 8,320百万円

  長期借入金(１年内返済含む) ―百万円 13,791百万円

  固定負債

  その他(債権流動化支払債務) 5,000百万円 ―百万円

(5)偶発債務 534百万円 448,258百万円

(6)債権流動化

 ①債権流動化に伴いオフバラン 
  スした債権額
   割賦売掛金 20,556百万円 72,417百万円

   営業貸付金 79,620百万円 59,373百万円

 ②債権流動化に伴い当社が保有  
  し、対象債権に含めている信 
  託受益権

  割賦売掛金 15,798百万円 78,845百万円

  営業貸付金 136,048百万円 112,401百万円
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(7)財務制限条項 

借入金のうち、64,837百万円には、営業利益に係る財務制限条項が付されております。 

(1)部門別取扱高 

 
(注) １．( )内は、元本取扱高であります。  

 ２．「その他」の主なものは、集金代行であります。 

 ３．信用保証のうち、極度貸し貸付の保証残高は56,927百万円であります。 

 ４. 前事業年度は、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、 

    前事業年度は、決算期変更に伴い13ヶ月決算となっておりますので、前期比は記載しておりません。 

 ５.  当事業年度より、合併に伴い重要性が増加したため、信用保証を記載しております。 

  

(2)  特別損失に計上した貸倒引当金繰入額は、平成21年４月の合併に伴い、債権区分に係る 

   基準を統一したことにより引当計上したものであります。 

前事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の増加897株は、単元未満株式の買取によるものであり、減少80株は、単元未満株式の

買増請求によるものであります。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の増加3,610株は、単元未満株式の買取によるものであり、減少502株は、単元未満株

式の買増請求によるものであります。 

  

２.損益計算書関係

部門別
前事業年度 当事業年度

増減金額 前期比
金額 構成比 金額 構成比

包括信用購入あっせん

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

1,186,279 64.1 1,922,793 29.6 ― ―

 (1,184,237) (1,918,800)

個別信用購入あっせん
1,307 0.1 640,317 9.8 ― ―

  (  1,194) ( 628,695)

信用保証
― ― 408,469 6.3 ― ―

(   ―) ( 400,259)

融資
436,120 23.5 472,339 7.3 ― ―

( 436,120) ( 471,333)

その他 227,882 12.3 3,050,815 47.0 ― ―

合計 1,851,590 100.0 6,494,736 100.0 ― ―

３.株主資本等変動計算書関係

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 2,115,183 897 80 2,116,000

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 2,116,000 3,610 502 2,119,108
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前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

 借主側 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

 
  

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 
  

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

 (5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法に  

 ついては、利息法によっております。 

(リース取引関係)

器具備品

取得価額相当額 1,798百万円

減価償却累計額相当額 1,274百万円

期末残高相当額 524百万円

ソフトウエア

取得価額相当額 291百万円

減価償却累計額相当額 159百万円

期末残高相当額 132百万円

合計

取得価額相当額 2,090百万円

減価償却累計額相当額 1,433百万円

期末残高相当額 656百万円

１年以内 292百万円

１年超 389百万円

  計 682百万円

支払リース料 404百万円

減価償却費相当額 369百万円

支払利息相当額 30百万円
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．借主側 

  (1)ファイナンス・リース取引 

   ①リース資産の内容 

    主に器具及び備品であります。 

   ②減価償却の方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

 (2)オペレーティング・リース取引  

    オペレーティング・リース取引のうち解約不能なものに係る未経過リース料 

  

 
  

２．貸主側 

  (1)ファイナンス・リース取引 

   ①リース投資資産の内訳 

 
  

  ②リース投資資産に係るリース料債権部分の事業年度末日後の回収予定額 

 
  

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

未経過リース料

１年以内 134百万円

１ 年 超 672百万円

計 806百万円

流動資産

 リース料債権部分 4百万円

 見積残存価額部分 1百万円

 受取利息相当額 0百万円

 リース投資資産 5百万円

流動資産 （百万円）

リース投資資産

 １年以内 3

 １年超２年以内 0

 ２年超３年以内 0

 ３年超４年以内 ―

 ４年超５年以内 ―

 ５年超 ―

(有価証券関係)
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当事業年度(平成22年３月31日現在) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 
  

繰延税金負債 

 
  

  

(税効果会計関係)

利息返還損失引当金損金不算入額 31,627百万円

繰越欠損金 31,008百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 30,473百万円

貸倒償却否認額 13,719百万円

会社分割により取得した承継会社株式 7,166百万円

事業移転損失引当金損金不算入額 3,442百万円

投資有価証券評価損 3,018百万円

退職給付引当金損金不算入額 2,425百万円

ポイント引当金損金不算入額 2,383百万円

その他 6,226百万円

繰延税金資産小計 131,491百万円

評価性引当額 △82,325百万円

繰延税金資産合計 49,165百万円

合併により時価を付した資産及び
負債の否認額 △3,191百万円

退 職 給 付 信 託 設 定 益 △1,957百万円

その他有価証券評価差額金 △1,160百万円

その他 △241百万円

繰延税金負債合計 △6,551百万円

繰延税金資産の純額 42,613百万円
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取得による企業結合  

 １．被取得企業の名称及びその事業の内容、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、結合後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠  

  (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容  

    被取得企業の名称  株式会社セントラルファイナンス（以下「ＣＦ」）  

    事業の内容     クレジットカード業務、ショッピングクレジット業務、融資業務、  

              保証業務、集金代行業務  

    被取得企業の名称  株式会社クオーク（以下「クオーク」）  

    事業の内容     クレジットカード業務、ショッピングクレジット業務、融資業務、  

              信用保証業務、集金代行業務  

  

  (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。信販事業についても、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、ＣＦ及びクオークは、各社の顧客基盤、営業力、ノウハウ 

   等を結集・融合し、カード事業、信販事業及びソリューション事業を核として、専門性と機動 

   性に溢れたわが国 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  

    当社を存続会社とし、ＣＦ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.)  

  (6) 取得した議決権比率  

    100.0％  

  (7) 取得企業を決定するに至った主な根拠  

    対価の種類が株式であるため、当該株式を交付した当社を取得企業と決定いたしました。  

  

２．事業年度に係る損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間  

   平成21年４月１日から平成22年３月31日まで  

  

(企業結合等関係)
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３．被取得企業の取得原価及びその内訳  

  (1) ＣＦ  

 
  

 (2) クオーク  

 
  

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数  

  (1) 株式の種類別の交換比率  

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

   き、当社の普通株式20株の割合をもって割当て交付いたしました。  

  

  (2) 株式交換比率の算定方法  

    当社とＣＦ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、当社は野村證券株式会社(以下「野村證券」)を、ＣＦ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、当社とＣＦ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 

   のレンジを当社１に対し、ＣＦ0.67～1.11、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 

   当社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、 

   当社及びＣＦ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当社１に対し、ＣＦ0.79～1.00、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、当社及びＣＦ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当社１に対し、ＣＦ  

   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。  

    当社は野村證券による合併比率の算定結果を参考に、ＣＦ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。 

取得の対価

  株式会社セディナの普通株式 19,618百万円

取得に直接要した費用

  アドバイザリー費用等 605百万円

  取得原価 20,223百万円

取得の対価

  株式会社セディナの普通株式 6,405百万円

取得に直接要した費用

  アドバイザリー費用等 320百万円

  取得原価 6,725百万円
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  (3) 交付した株式数  

    153,081,131株  

    なお、クオークの普通株式36,000株については、買取請求を受けたため、上記交付した株式  

   数には含めておりません。  

  

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び 

   発生原因  

  (1) ＣＦ  

    ①発生したのれんの金額      9,227百万円  

    ②発生原因  

      取得原価が企業結合時の時価純資産を上回ることにより発生しております。  

    ③償却方法及び償却期間  

      20年間にわたる均等償却であります。  

  (2) クオーク  

    ①負ののれんの発生益の金額  

      7,062百万円  

    ②発生原因  

      企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ることにより発生しております。  

  

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳  

  (1) ＣＦ  

 
  

 (2) クオーク  

 
  

流動資産 986,665百万円

固定資産 84,844百万円

資産合計 1,071,510百万円

流動負債 828,430百万円

固定負債 233,715百万円

負債合計 1,062,145百万円

流動資産 707,127百万円

固定資産 20,848百万円

資産合計 727,976百万円

流動負債 551,255百万円

固定負債 161,300百万円

負債合計 712,556百万円
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(注)１．当事業年度の潜在株式調整後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

当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

   ３. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

(１株当たり情報)

(前事業年度) (当事業年度)

１株当たり純資産額 249円 09銭 85円 85銭
１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純損失（△） 11円 99銭 △139円 96銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 10円 94銭 ―円 ―銭

(前事業年度) (当事業年度)

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純損失
 当期純利益又は当期純損失（△） 2,877百万円 △67,924百万円

 普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円

 普通株式に係る当期純利益 
  又は当期純損失（△） 2,877百万円 △67,924百万円

 普通株式の期中平均株式数 240,017千株 485,329千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額 ─百万円 ─百万円

 普通株式増加数 23,116千株 ─千株

  (うち新株予約権) (23,116千株) ( ─千株)

(前事業年度末) (当事業年度末)

純資産の部の合計額 69,303百万円 41,680百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 ─百万円 ―百万円
普通株式に係る期末の純資産額 69,303百万円 41,680百万円

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数 278,232千株 485,477千株
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

(追加情報）  

第三者割当による新株式の発行について  

 当社は、平成22年１月６日開催の取締役会決議及び平成22年３月12日開催の臨時株主総会決議によ

り、関係当局の許認可等が得られること等を条件として、平成22年５月31日付で第三者割当による新

株式の発行を実施する予定であります。  

 (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) 申込期間  

   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

資及び三井住友フィナンシャル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

予定であります。  

(重要な後発事象)
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役員の異動 
平成２２年６月２３日付

代表取締役社長     山下 一 （現 顧問） 

取締役会長      土川 立夫（現 代表取締役会長） 

取締役副会長     舟橋 裕道（現 代表取締役社長） 

取締役副社長執行役員 仁瓶 眞平（現 代表取締役副社長執行役員） 

  

(１)新任取締役候補        

                        山下 一  （現 顧問） 

                        井上 康文（現 株式会社ダイエー 営業グループ グループ長付 部長） 
  

(２)退任予定取締役 

 取締役(常勤)      赤塚 憲昭（現 取締役 専務執行役員 名古屋駐在） 

            成合 敏治（現 取締役 専務執行役員 営業推進本部長兼渉外担当） 

            山元 真之 (現 取締役 専務執行役員 経営企画統括本部長) 

            安島 行雄（現 取締役 専務執行役員 営業統括本部 

                             [戦略事業・営業推進]副担当） 

            並木 博之（現 取締役 専務執行役員 信用管理統括本部長） 

            橋本 昭宏（現 取締役 執行役員 営業企画統括室副室長） 

  

                    ※なお、成合敏治氏、山元真之氏、安島行雄氏、並木博之氏、橋本昭宏氏は  

           平成２２年５月１４日の弊社取締役会にて引続き執行役員として選任され 

           ております。 
  

取 締 役        高橋 義昭 (現 株式会社ダイエー 取締役)    

            中前 圭司 (現 株式会社ダイエー 取締役経営システム本部長)    
  

氏名    山下 一 （ヤマシタ ハジメ） 

 生年月日  昭和２５年 ６月１６日 

 職歴    昭和４９年 ４月  株式会社住友銀行入行 

       平成１３年 ４月  株式会社三井住友銀行 執行役員 

       平成１７年 ６月  同行 常務執行役員  

       平成１９年 ６月  三井住友カード株式会社 代表取締役 兼 専務執行役員 

       平成２０年 ６月  同社 代表取締役 兼 副社長執行役員 

       平成２２年 ５月  当社 顧問 
  
氏名    井上 康文 （イノウエ ヤスフミ） 

 生年月日  昭和３１年 ２月 ７日 

 職歴    昭和５３年 ４月  株式会社ダイエー入社 

       平成１６年 ９月  同社 ゼネラルフーズ商品グループ 商品戦略部長  

       平成１７年 ６月  同社 商品供給本部 商品開発部長  

       平成１８年 ２月  同社 経営企画・システム物流・SM戦略担当付 部長 

       平成１９年 ３月  同社 営業企画本部 副本部長 

       平成２２年 ３月  同社 営業グループ グループ長付 部長 

  

6. その他

１．代表者の異動

２．その他の役員の異動

新任取締役候補の略歴
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