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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年2月2日～平成21年10月31日） 

（注） 当社は平成21年２月２日付で、ジェーピーエヌ債権回収（株）より株式移転の方式にて持株会社として設立されたため、前年実績及び対前年同四半
期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注） 当社は平成21年２月２日付で、ジェーピーエヌ債権回収（株）より株式移転の方式にて持株会社として設立されたため、前年実績は記載しておりませ
ん。 
 

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 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1月期第3四半期 5,158 ― 688 ― 694 ― 352 ―

21年1月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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1月期第3四半期 71.31 ―

21年1月期第3四半期 ― ―

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1月期第3四半期 6,131 4,781 78.0 968.64
21年1月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年1月期第3四半期  4,781百万円 21年1月期  ―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1月期 ― ― ― ― ―

22年1月期 ― 0.00 ―

22年1月期 
（予想）

20.00 20.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月2日～平成22年1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  
 

売上高 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 6,700 ― 700 ― 700 ― 370 ― 74.95
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 「４．その他（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」 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） 

(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 

１．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、実際の実績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
  業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業務予想に関する定性的情報」 をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より 「四半期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。 
３．当社は平成21年２月２日付で、ジェーピーエヌ債権回収（株）より株式移転の方式にて、持株会社として設立されました。当連結会計年度が第１期となる
ため、前期実績及び前年同四半期実績はありません。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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1月期第3四半期 4,936,400株 21年1月期  ―株

② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期  ―株 21年1月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第3四半期 4,936,275株 21年1月期第3四半期 ―株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年2月2日～平成21年10月31日）におけるわが国経済は、世界的な金

融危機の深刻化や景気減速の中、在庫調整の進展などから生産の一部に持ち直しの動きがみられたもの

の、企業収益の悪化に伴う設備投資意欲の減退、更には雇用情勢の悪化など、依然として厳しい状況が続

きました。 

当社グループが属するサービサー業界におきましては、景気後退による不良債権の発生により、一定規

模の不良債権処理は続くと思われますが、金融機関の収益悪化に伴い、不良債権処理速度が鈍ることによ

り、一時的に不良債券市場が縮小することが予想されます。 

また、平成21年から監督官庁からの「業務改善命令」の社名を公告する等、内部統制及び法令遵守態勢

の強化が一層求められております。 

一方、主要取引先であるノンバンク業界は貸金業法の本格的施行や割賦販売法の改正による規制強化等

の影響により、経営環境は引き続き厳しい状況が続いており、それらの債権管理を外部受託しているサー

ビサー各社へ影響が波及しております。 

当社グループは経営環境の変化に迅速に対応すべく、純粋持株会社を設立しグループ経営体制に移行

し、グループ一体となり構造改革に努め、収益力向上に取り組んでおります。  

 このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、主軸の業務代行

事業が取引先との経済条件改訂による影響を受けるも、5,158百万円を達成することができました。ま

た、営業利益につきましては、全社的なコスト削減策の実行等により688百万円、経常利益は694百万円、

四半期純利益は352百万円となりました。 

なお、各事業別の業績概況は次のとおりであります。 

①債権回収・管理事業 

当社グループの中核事業である業務代行事業につきましては、当第３四半期連結累計期間において新

たに12先との契約を締結いたしました。特に官公庁向けビジネスにつきましては神奈川県住宅営繕事務

所・荒川区・三田市・岸和田市・尾道市・東大阪市教育委員会、高石市等、10先との新規契約を締結い

たしました。また、取扱い範囲につきましても市税の他、国民健康保険料、保育料、奨学資金、医療費

等と扱い領域を拡大し、着実に売上高規模を拡大しております。 

一方、業務受託の売上高においては、引き続きクレジットカード会社との経済条件の改定、貸金業法

改正による与信の厳格化対応及び行為規制の強化対応の影響等を受け、厳しい環境が継続しております

が、新規提携先の拡大、本業であります特定金銭債権の売上高増加等により、売上高、営業利益ともに

当第３四半期連結累計期間の計画値を達成することができました。 

また、前期より本格展開を進めております小口無担保債権の買取事業におきましては、クレジットカ

ード債権の買取（買取額 237百万円）を実施いたしました。 

これらの結果、債権回収・管理事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は4,789百万円となりまし

た。 

②人材派遣事業 

人材派遣事業につきましては、昨年秋以降の金融危機による急激な受注減少の動きは下げ止りました

が、依然として景気・雇用環境は厳しさを増しており派遣需要は低調となっております。このような環

境のもと当社グループにおいては、金融機関向け人材派遣に特化するとともに、グループのシナジーを

発揮した営業活動を展開してまいりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の人材派遣事業の売上高は369百万円となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報
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(1）資産、負債及び純資産の状況 

①資産 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は6,131百万円となり、流動資産は4,259百万円、固定資産

は1,872百万円であります。 

流動資産の主な内容といたしましては、「現金及び預金」2,083百万円、「売掛金」884百万円、

「買取債権」1,101百万円であります。 

固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産454百万円、無形固定資産744百万円、投資そ

の他の資産673百万円であります。 

②負債 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は1,350百万円となり、流動負債は1,098百万円、固定負債

は252百万円であります。 

流動負債の主な内容といたしましては、「未払法人税等」214百万円、「賞与引当金」194百万円、

「役員賞与引当金」18百万円であります。 

固定負債の主な内容といたしましては、「退職給付引当金」75百万円であります。 

③純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は4,781百万円となりました。 

（2）連結キャッシュ・フローの状況 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは1,119百万円の収入となりました。 

これは、主に資金の増加として税金等調整前四半期純利益692百万円、減価償却費321百万円、売上

債権の減少額152百万円を計上した一方、資金の減少として、法人税等の支払額353百万円などがあっ

たことによるものであります。 

②投資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・フローは371百万円の支出となりました。 

これは、主にソフトウエアの開発に伴う無形固定資産の取得による支出290百万円、有形固定資産

の取得による支出93百万円があったことによるものであります。 

③財務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・フローは244百万円の支出となりました。 

これは、主に配当金の支払によるものであります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、1,959百万円となりました。 
  

改正貸金業法の本格施行による規制強化を間近に控え、当社グループの主要取引先であるノンバンク業

界におきましては、事業構造の再編を図るなか、アウトソーシング戦略の見直しを進めており、当社グル

ープ売上高への影響は避けられない状況です。  

  また、金融危機による信用収縮の長期化や国内景気の後退による個人消費の低迷など、経営を取り巻く

環境は引き続き厳しい情勢が予想されます。 

当社グループは平成24年１月期までの中期経営計画に基づく各施策及び事業の再編・拡大・構造改革を

確実に実行するとともに、ジェーピーエヌ債権回収㈱と㈱コスモサポートとの事業を一層強化することに

より、企業価値の向上に努めてまいります。  

 通期の連結業績予想につきましては、平成21年９月８日付「平成22年１月期 第２四半期決算短信」に

記載の予想に変更はありません。 

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簡便な会計処理 

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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

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会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

当社は平成21年２月２日付で、ジェーピーエヌ債権回収㈱より株式移転方式にて、持株会社として

設立されました。当連結会計年度が第１期となるため、該当事項はありません。 

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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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10月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,083

売掛金 884

買取債権 1,101

その他 327

貸倒引当金 △136

流動資産合計 4,259

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 121

工具、器具及び備品（純額） 332

有形固定資産合計 454

無形固定資産  

ソフトウエア 730

その他 14

無形固定資産合計 744

投資その他の資産  

投資有価証券 406

その他 269

貸倒引当金 △2

投資その他の資産合計 673

固定資産合計 1,872

資産合計 6,131

負債の部  

流動負債  

未払法人税等 214

賞与引当金 194

役員賞与引当金 18

その他 670

流動負債合計 1,098

固定負債  

退職給付引当金 75

その他 176

固定負債合計 252

負債合計 1,350
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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10月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,000

資本剰余金 608

利益剰余金 3,173

株主資本合計 4,781

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △0

評価・換算差額等合計 △0

純資産合計 4,781

負債純資産合計 6,131
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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２月２日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 5,158

売上原価 3,783

売上総利益 1,375

販売費及び一般管理費 687

営業利益 688

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 6

その他 0

営業外収益合計 7

営業外費用  

支払利息 0

営業外費用合計 0

経常利益 694

特別利益  

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 1

投資有価証券評価損 0

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 692

法人税、住民税及び事業税 424

法人税等調整額 △83

法人税等合計 340

四半期純利益 352
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月２日 
 至 平成21年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 692

減価償却費 321

のれん償却額 29

貸倒引当金の増減額（△は減少） 136

賞与引当金の増減額（△は減少） 67

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △54

長期未払金の増減額（△は減少） 24

受取利息及び受取配当金 △6

支払利息 0

売上債権の増減額（△は増加） 152

買取債権の増減額（△は増加） 100

その他 △14

小計 1,467

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △353

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,119

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 △93

無形固定資産の取得による支出 △290

投資有価証券の取得による支出 △5

投資有価証券の売却による収入 2

差入保証金の差入による支出 △8

差入保証金の回収による収入 21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

1

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △371

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △23

配当金の支払額 △220

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 503

現金及び現金同等物の期首残高 1,456

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,959
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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。 
  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年２月２日 至 平成21年10月31日)  

 該当事項はありません。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年２月２日 至 平成21年10月31日)  

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「債権回収・管理事業」の割合が、いず

れも90％を超えるため、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。  
  

【所在地別セグメント情報】 

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年２月２日 至 平成21年10月31日)  

在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 
  
【海外売上高】  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年２月２日 至 平成21年10月31日)  

海外売上高がないため、該当事項はありません。  
  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年２月２日 至 平成21年10月31日)  

当社は平成21年２月２日付で、ジェーピーエヌ債権回収㈱より株式移転の方式にて、持株会社とし

て設立されました。この結果、当第３四半期連結累計期間末(平成21年10月31日)において資本金は

1,000百万円、資本剰余金は608百万円、利益剰余金は3,173百万円となりました。 

 なお、発行済株式総数は4,936,400株となっております。 

（4）継続企業の前提に関する注記

（5）セグメント情報

（6）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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