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(注) 平成23年３月期第２四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、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。また、平成22年３月期第２四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) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 
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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (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 ％

23年３月期第２四半期 109,069 △7.8 6,873 ― 6,972 ― 6,700 ―

22年３月期第２四半期 118,294 ― △23,455 ― △22,255 ― △40,050 ―

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

23年３月期第２四半期 9 52 ―

22年３月期第２四半期 △82 55 ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期第２四半期 2,152,342 97,098 4.5 119 36

22年３月期 2,216,213 43,018 1.9 87 83

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 96,703百万円 22年３月期 42,640百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

23年３月期 ― 0 00

23年３月期(予想) ― 0 00 0 00

3. 平成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、対前期増減率)

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

通期 217,300 △6.6 18,600 ― 19,000 ― 18,200 ― 24 05



  

 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

  

    この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、こ

の四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は

終了しております。 

  

  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、四半期決算短信（添付資料）Ｐ.３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】Ｐ.４「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

 (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

 (注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

 (注) 「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

四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 812,271,779株 22年３月期 487,596,479株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 2,119,907株 22年３月期 2,119,108株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 703,701,415株 22年３月期２Ｑ 485,182,656株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

  

（参考）個別業績予想

  平成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、対前期増減率)

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

通期 207,600 △7.3 17,300 ― 17,500 ― 17,300 ― 22 86
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※ 当社では、後日ホームページにて、事業・業績に関する補足説明資料及び四半期決算短信の

英訳(要約版)の開示を予定しております。 
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当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、外需や

政策支援により景気回復の兆しが見られたものの、デフレの更なる長期化の懸念や円高による先行き不

透明感も広がるなど、力強さに欠ける景況感で推移しました。また、当社が属するクレジット業界で

は、貸金業法の完全施行に伴う総量規制への対応や、利息返還請求への対処などが重なり、引き続き厳

しい状況が続いております。 

  このような経営環境のもと、当社は新しい執行体制で、三井住友フィナンシャルグループとの連携を

更に強化するとともに、収益力の改善と構造変革による筋肉質な経営体質の実現に取り組んでまいりま

した。 

  当第２四半期連結累計期間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、更なる事業構

造の変革による効率的なカード事業を追及するとともに将来の成長基盤の構築に取り組んでまいりまし

た。また、募集効率の改善と募集体制の見直しにも取り組み、有効会員数は2,489万人となりました。

一方、インターネットを利用する会員向けサービス強化の一環として、７月に会員向けオンラインショ

ッピングモール「セディナモール」を一新しました。あわせて、公式ホームページも内容やデザインを

見直し、ブランド認知度と利用者の利便性向上にも努めてまいりました。 

 また、カード会員へのサービス向上と利用促進の一環として、８月に株式会社カカクコムと提携し、

グルメサイト「食べログ」に当社カード会員が口コミ投稿すると、カードのポイントを付与するサービ

スを開始いたしました。 

  信販事業におきましては、三井住友フィナンシャルグループとの協働による大学への学資クレジット

が着実に広がっており、この取組みによって、４月の学校法人谷岡学園をはじめ、９月に学校法人関西

女子学園と提携するなど、学費納入者を対象とした「セディナ学資クレジット」を、積極的に推進して

まいりました。また同月には、大垣信用金庫とも提携し、リフォームローンの保証業務を行なうことと

なりました。一方、割賦販売法の改正を踏まえて、デジタルペンを活用して契約書の完全ペーパーレス

化と申込書の完全記入チェックを実現した新しいクレジット申込システムを開発し、加盟店の業務効率

向上とリスク削減を目指して９月から導入を推進しています。 

 ソリューション事業におきましては、昨年度に新規受託した生協(共済掛金)等の大口先の集金代行業

務が順調に拡大し、口座振替とコンビニ収納代行を含めた月間平均の集金代行件数は1,423万件と、業

界 大の規模で推移しました。また、従来から集金代行サービスの提携企業に提供していた、インター

ネット上で口座振替の受付ができる「ＷＥＢ口座振替受付サービス」の取扱金融機関を業界 大規模の

８金融機関に拡大し、ＥＣ決済分野における企業のニーズにいち早く対応してまいりました。 

 以上のような施策を実施いたしました結果、当第２四半期連結累計期間における営業収益は、次のと

おりとなりました。 

  

 包括信用購入あっせん収益は、メインカード化をはじめとした利用促進施策により取扱高が順調に推

移し、リボルビング残高が順調に増加したことから、31,598百万円(前年同期比14.0％増)、個別信用購

入あっせん収益は、消費者マインドが弱含みで推移していることから、14,055百万円(前年同期比

20.7％減)、信用保証収益は、取扱高が減少したことにより、8,064百万円(前年同期比6.2％減)、融資

収益は、貸金業法の完全施行の影響により、取扱高及び債権残高が減少したことから、38,792百万円

(前年同期比19.1％減)となり、営業収益合計は、109,069百万円(前年同期比7.8％減)となりました。  

 一方、営業費用は、抜本的なコスト構造変革への継続的な取り組みによるコスト削減、及び延滞債権

残高の圧縮による債権内容の良質化を図ったことによって、貸倒関連費用が減少したことから、

102,195百万円(前年同期の利息返還損失引当金25,294百万円を除いたベースで前年同期比12.2％減）と

なり、経常利益は、前年同期と比べ29,228百万円増の6,972百万円となりました。また、四半期純利益

は、前年同期と比べ46,751百万円増の6,700百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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資産合計は、前連結会計年度末に

比べ63,871百万円減少し、2,152,342百万円(前連結会計年度末比2.9％減)となりました。主な減少要因

につきましては、包括信用購入あっせんの取扱高が堅調に推移したものの、個別信用購入あっせん、信

用保証の取扱高が低調に推移したことにより、割賦売掛金が28,243百万円、信用保証割賦売掛金が

21,568百万円それぞれ減少したほか、総量規制の影響等により営業貸付金が23,621百万円減少したこと

によるものであります。 

  

 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合計は、前連結会計年度末に

比べ117,951百万円減少し、2,055,244百万円(前連結会計年度末比5.4％減)となりました。主な減少要

因につきましては、営業債権残高の減少を受け、借入金及びコマーシャル・ペーパーが合計で56,646百

万円減少したこと、信用保証買掛金が21,568百万円減少したこと、及び利息返還損失引当金が22,246百

万円減少したことによるものであります。 

  

 純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純資産合計は、前連結会計年度

末に比べ54,080百万円増加し、97,098百万円(前連結会計年度末比125.7％増)となりました。主な増加

要因につきましては、平成22年５月31日に株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットを引受先とした第三者

割当による新株式を発行したことに伴い、資本金が24,999百万円、資本剰余金が24,999百万円増加した

ことによるものであります。これにより、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.6ポイント増の

4.5％となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年９月30日)の経営成績につきましては、平成

22年５月14日に公表いたしました業績予想通り概ね順調に推移しているものの、通期の連結業績予想に

つきましては、貸金業法の完全施行に伴う総量規制への対応など、引き続き厳しい経営環境が継続する

ことが見込まれるため、営業収益は217,300百万円となる見込みであります。なお、引き続きコスト構

造変革に取り組むことにより、営業利益、経常利益及び当期純利益の変更はありません。 

 また、通期の単体業績予想については、営業収益は207,600百万円となる見込みでありますが、営業

利益、経常利益及び当期純利益の変更はありません。 

  

  

(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
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該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない
と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を合理的な方法により補正して貸倒見積高を算定
しております。 

  

②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。 

  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 
また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業
績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

① 資産除去債務に関する会計基準等 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３
月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３
月31日)を適用しております。  
 これに伴う当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は21百万円増加し、税金等調整前四半
期純利益は217百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額
は463百万円であります。 

  

受取配当金は、従来営業外収益に計上しておりましたが、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間
より営業収益の「金融収益」に含めて計上することとしたため、前第２四半期連結会計期間と当第２四
半期連結会計期間で受取配当金の計上区分が異なっております。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、前第２四半期連結会計期間に変更後の方法を適用した場合、当該期間の営業収益は42百万円増
加し、営業利益は同額増加しますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。
また、前第２四半期連結累計期間に変更後の方法を適用した場合、当該期間の営業収益は368百万円増
加し、営業損失は同額減少しますが、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。
  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

 ② 受取配当金の計上区分の変更
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③ 表示方法の変更 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前第２四半期連結会計期間において、預り金に含めていた集金代行預り金は、前連結会計年度末より
区分掲記することとしたため、当第２四半期連結会計期間においては、集金代行預り金として計上して
おります。なお、前第２四半期連結会計期間の預り金に含まれる集金代行預り金は85,560百万円であり
ます。 

  

(四半期連結損益計算書関係) 

１. 割賦販売法の改正に伴い、「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、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間より「包括信用購入あっせん収益」、「個別信用購
入あっせん収益」として表示することとしたため、当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結
累計期間においては、「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. 前第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結累計期間において、「雑損失」に含めていた「株
式交付費償却」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間及び当第
２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２四半期連結会計期間の
「雑損失」に含まれる「株式交付費償却」は19百万円であり、前第２四半期連結累計期間の「雑損
失」に含まれる「株式交付費償却」は39百万円であります。 
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 144,043 138,588

割賦売掛金 796,177 824,421

信用保証割賦売掛金 677,892 699,461

営業貸付金 459,971 483,593

繰延税金資産 26,294 25,303

その他 52,698 56,051

貸倒引当金 △101,230 △111,987

流動資産合計 2,055,848 2,115,431

固定資産

有形固定資産 4,158 4,234

無形固定資産 32,919 32,856

投資その他の資産

繰延税金資産 17,204 17,776

その他 48,057 51,122

貸倒引当金 △6,302 △5,335

投資その他の資産合計 58,959 63,562

固定資産合計 96,037 100,653

繰延資産 456 128

資産合計 2,152,342 2,216,213

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 100,163 109,229

信用保証買掛金 677,892 699,461

短期借入金 312,416 297,837

1年内返済予定の長期借入金 301,349 335,577

コマーシャル・ペーパー 49,900 53,400

預り金 18,924 22,916

集金代行預り金 88,663 88,812

賞与引当金 1,893 2,120

割賦利益繰延 41,617 42,671

その他 23,559 25,846

流動負債合計 1,616,381 1,677,872

固定負債

長期借入金 359,492 392,991

ポイント引当金 6,546 5,885

退職給付引当金 6,037 6,033

利息返還損失引当金 55,846 78,093

事業移転損失引当金 8,100 8,500

その他 2,840 3,819

固定負債合計 438,862 495,322

負債合計 2,055,244 2,173,195
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 82,843 57,843

資本剰余金 66,059 41,059

利益剰余金 △45,948 △52,595

自己株式 △5,044 △5,044

株主資本合計 97,910 41,262

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,499 1,195

繰延ヘッジ損益 292 182

評価・換算差額等合計 △1,207 1,377

少数株主持分 395 377

純資産合計 97,098 43,018

負債純資産合計 2,152,342 2,216,213
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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)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

営業収益

包括信用購入あっせん収益 27,725 31,598

個別信用購入あっせん収益 17,722 14,055

信用保証収益 8,595 8,064

融資収益 47,924 38,792

その他の収益 15,956 16,225

金融収益 370 332

営業収益合計 118,294 109,069

営業費用

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 23,451 18,116

賞与引当金繰入額 1,964 1,893

ポイント引当金繰入額 2,589 3,581

退職給付引当金繰入額 759 456

利息返還損失引当金繰入額 25,294 －

その他 74,027 63,852

販売費及び一般管理費合計 128,086 87,899

金融費用 10,520 11,301

その他 3,142 2,993

営業費用合計 141,750 102,195

営業利益又は営業損失（△） △23,455 6,873

営業外収益

受取配当金 406 227

持分法による投資利益 26 90

その他 1,099 150

営業外収益合計 1,532 468

営業外費用

株式交付費償却 － 98

雑損失 332 270

営業外費用合計 332 368

経常利益又は経常損失（△） △22,255 6,972

特別利益

投資有価証券売却益 4,808 451

負ののれん発生益 7,062 －

その他 70 44

特別利益合計 11,941 496

特別損失

貸倒引当金繰入額 9,895 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 237

割増退職金 12,058 －

その他 950 214

特別損失合計 22,903 451

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△33,216 7,017

法人税、住民税及び事業税 390 312

法人税等調整額 6,408 △21

法人税等合計 6,798 290

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△40,015 6,726

少数株主利益 34 25

四半期純利益又は四半期純損失（△） △40,050 6,700
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

営業収益

包括信用購入あっせん収益 14,086 16,201

個別信用購入あっせん収益 8,716 6,880

信用保証収益 4,320 3,937

融資収益 23,435 18,664

その他の収益 7,932 7,807

金融収益 183 18

営業収益合計 58,674 53,509

営業費用

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 10,242 8,969

賞与引当金繰入額 1,009 1,062

ポイント引当金繰入額 1,736 1,458

退職給付引当金繰入額 364 220

その他 35,525 31,161

販売費及び一般管理費合計 48,878 42,872

金融費用 5,441 5,534

その他 1,497 1,544

営業費用合計 55,817 49,951

営業利益 2,857 3,557

営業外収益

受取配当金 56 3

持分法による投資利益 34 48

その他 672 45

営業外収益合計 764 97

営業外費用

株式交付費償却 － 55

雑損失 181 50

営業外費用合計 181 105

経常利益 3,440 3,549

特別利益

投資有価証券売却益 4,807 0

その他 70 26

特別利益合計 4,878 27

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 3,576

法人税、住民税及び事業税 232 207

法人税等調整額 1,439 △135

法人税等合計 1,672 71

少数株主損益調整前四半期純利益 6,618 3,504

少数株主利益 22 6

四半期純利益 6,595 3,497
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該当事項はありません。 

  

平成22年５月31日に株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットを引受先とした第三者割当による新株式を
発行したことに伴い、資本金が24,999百万円、資本剰余金が24,999百万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残高は82,843百万円、資本剰余金残高は
66,059百万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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