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株式会社クレディセゾン（8253） 2012 年度 4-9 月期決算発表 

経常利益 279 億円（前年同期比 11.9%増）、四半期純利益 176 億円（同 1.1%増） 

通期予想を上方修正 

2012年度4-9月期は、主力のクレジットカードビジネスに加え、これまで培ったリテールファイナンスの

ノウハウを活かしたリース・レンタル事業や信用保証事業、新たな成長分野であるネット事業に      

積極的に取り組み、当社が目指すノンバンクビジネスとしての収益多様化を推進してまいりました。また、

将来の成長に向けた顧客基盤拡充への先行投資を実施する一方で、徹底したリスクマネジメントによる

営業債権の健全化に取り組みました。持分法適用関連会社の順調な業績推移も加わり、当社の   

2012 年度 4-9 月期の連結決算は、営業収益 1,224 億円（前年同期比 4.0%減）、経常利益 279 億円  

（同 11.9%増）、四半期純利益 176 億円（同 1.1%増）となりました。  

 

１． 営業概況 

（1） クレジットサービス事業 

取扱高の拡大を目的とした営業戦略の中核となる顧客基盤の拡充では、当社の強みである小売業

各社との連携や WEB による入会が好調に進み、新規カードは前年同期比 31.7%増の 162 万枚を獲得し、

年間計画 300 万枚に対して計画を上回って進捗いたしました。ショッピング取扱高は、高稼動・高単価 

利用が見込めるアメリカン・エキスプレス・カード会員の拡大に加え、クライアントとのプロモーション強化

や Yahoo!JAPAN との O2O（オンライン・トゥ・オフライン）における取り組みにより、前年同期比 3.8%増の 

1 兆 7,267 億円となりました。一方、キャッシングにおいては貸金業法改定の影響が一部残るものの、  

新規顧客へのキャッシング枠付与率向上や既存顧客への利用枠の適正化により利用者数も増加     

しており、取扱高、残高共に減少幅を縮小しております。これらの結果、同事業全体での営業収益は    

前年同期比 4.6%減の 953 億円となりました。 

（2） リース事業 

リース事業では、営業体制を拡充し、大手メーカー系の販売会社を中心に営業強化を行いました。 

また、レンタル事業においては節電需要を取り込んだ LED 照明レンタルの販売拡大や新規商材    

マーケットの開発等により、同事業全体の取扱高は前年同期比 15.2%増の 535 億円と増加しました。 

（3） ファイナンス事業 

信用保証事業では、新規提携金融機関の拡充や既存の提携金融機関との密接な連携による事業性

資金用途を含むフリーローン商品が好調に伸び、保証残高は前期末比 10.6%増の 1,864 億円と     

なりました。これらの結果、同事業全体の営業収益は前年同期比 11.5%増の 84 億円となりました。 

（4） 不動産関連事業 

連結子会社アトリウムの新たな事業再編に伴い、継続事業と撤退事業に区分したことにより、一部の

利益を営業外収益に計上しております。 

 

 

 

 



２． 経常利益・四半期純利益概況 

債権管理の強化により、債権の健全化が進んだことや、弁護士・認定司法書士等による第三者介入

債権の沈静化に伴う貸倒コストの減少に加え、広告宣伝費等のコスト効率向上により、営業費用は  

前年同期比 5.4%減の 1,000 億円となりました。 

経常利益については、カード合弁会社をはじめとした持分法適用の関連会社の業績が順調に推移 

した結果、前年同期比 11.9%増の 279 億円となりました。 

以上の結果、四半期純利益は 176 億円（前年同期比 1.1%増）となりました。 

 

３． 2012 年度通期業績予想の修正 

 2012 年度通期業績予想につきましては、当第 2 四半期累計期間までの当社グループの業績及び  

経営環境を踏まえ、5 月 16 日に公表しております予想を以下の通り修正しております。 

 

〈2012 年度通期 連結業績予想〉 

 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

前回発表予想（Ａ） 250,000 43,000 50,000 29,000 157.92

今回修正予想（Ｂ） 246,000 42,000 51,000 30,500 166.09

増 減 額（Ｂ－Ａ） △4,000 △1,000 1,000 1,500 －

増 減 率（ ％ ） △1.6 △2.3 2.0 5.2 －

（参考）前期実績 

（平成 24 年 3 月期） 
244,009 31,865 38,590 9,453 51.48

 

〈2012 年度通期 単体業績予想〉 

 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

前回発表予想（Ａ） 206,000 38,500 41,500 23,000 125.20

今回修正予想（Ｂ） 206,000 38,500 41,500 23,500 127.92

増 減 額（Ｂ－Ａ） 0 0 0 500 －

増 減 率（ ％ ） 0 0 0 2.2 －

（参考）前期実績 

（平成 24 年 3 月期） 
210,207 37,893 41,001 5,613 30.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆2012 年度 4-9 月期の単体業績 

  

(1) 新規カード開拓枚数 ： 162 万枚 （前年同期比 31.7%増）  

(2) 新規カード発行枚数 ： 122 万枚 （前年同期比 31.1%増）  

(3) カード総会員数 ： 2,473 万人 （前期末からの純減数 2 万人） 

(4) 稼動会員数 ： 1,314 万人 （前期末からの純増数 15 万人） 

(5) 稼動率 ： 53.1％ （前期末比 0.6%増）  

(6) カードショッピング取扱高 ： 1 兆 7,267 億円 （前年同期比 3.8%増）  

(7) カードショッピングリボ残高 ： 2,614 億円 （前期末比 0.3%減）  

(8) カードキャッシング取扱高 ： 1,299 億円 （前年同期比 5.2%減）  

(9) カードキャッシング残高 ： 2,572 億円 （前期末比 9.5%減）  

(10) 営業収益 ： 1,018 億円 （前年同期比 3.5%減）  

(11) 経常利益 ： 218 億円 （前年同期比 7.9%増）  

(12) 四半期純利益 ： 132 億円 （前年同期比 3.0%減）  

 

以上 


