
  

   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年３期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

  

      

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月10日

上場会社名 株式会社フィデック 上場取引所   東証一部 

コード番号 8423 ＵＲＬ  http://www.fidec.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）瀧口 健 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役財務部長 （氏名）菅原 猛 （ＴＥＬ）  （047）314-0650 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 ・無     

四半期決算説明会開催の有無    ： 有 ・無       

  （百万円未満切捨て）

（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１四半期  498  0.0  73  －  85  －  83  －

22年３月期第１四半期  498  △49.5  1  △99.6  4  △99.0  △15  －

  
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１四半期  393  18  389  92

22年３月期第１四半期  △84  75 －  

  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１四半期  18,255  1,703  9.0  7,800  62

22年３月期  18,591  1,622  8.4  7,417  38

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,649百万円 22年３月期 1,568百万円

  
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  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      0 00  0  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  1,061  3.4  140  90.8  160  74.2  156  －  738  14

通期  2,228  9.9  239  223.7  280  148.1  271  －  1,286  01

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他の情報」をご覧ください。） 

新規        社 （社名）                        、除外        社  （社名） 

（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。 

  

（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 

（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。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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大きく異なる可能性があります。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有 ・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有・無

② ①以外の変更        ： 有・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 211,407株 22年３月期 211,407株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 211,407株 22年３月期１Ｑ 185,066株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、企業収益に改善の兆しが見えてきたものの、依然として雇

用情勢は厳しく、個人消費の回復は弱含みで推移し先行き不透明な状況が続いております。  

 当社グループはアウトソーシングと金融サービスを融合させ、中小企業の資金繰りを支援するサービスを行って

おります。アウトソーシング業界においては企業が経営資源の選択と集中を行う中、コア業務以外をアウトソース

する傾向が継続しており、また金融環境は一時の危機的な状況を脱し、一部で機能が回復しているものの、中小企

業においては引き続き厳しい金融環境となっております。 

このような環境の下、当社グループは中小企業の資金ニーズに応えるべく債権買取を推進し、中小企業の資金

繰り支援を継続してまいりました。  

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、取扱累計高28,064百万円（前年同四半期比5.7％

増）、営業収益498百万円（前年同四半期比0.0％増）、営業利益73百万円（前年同四半期は1百万円）、経常利益

85百万円（前年同四半期は4百万円）、四半期純利益83百万円（前年同四半期は四半期純損失15百万円）となりま

した。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、335百万円減少し、18,255百万円となりま

した。これは主に長期借入金の返済及び預り金の減少によるものであります。なお、債権売却によってオフバラン

スされた買取債権残高は3,596百万円であります。  

（連結キャッシュフローに関する定性的情報）  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、取扱高の増加にと

もなう買取債権の増加により、前連結会計年度末に比べ1,443百万円減少し、当第１四半期連結会計期間におけ

る資金残高は 1,979百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果使用した資金は1,334百万円（前年同四半期は1,140百万円の獲得）となりました。これは主に

買取債権の増加によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果使用した資金は3百万円（前年同四半期は104百万円の獲得）となりました。これは主に保証金

の差入によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果使用した資金は、104百万円（前年同期比78.4％減）となりました。これは主に金融機関への

長期借入金の返済によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年度３月期の業績予想につきましては、平成22年5月14日付決算短信で発表いたしました業績予想に変更

はありません。  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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する方法により算定

しております。 

繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

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。 

  

２．特有の会計処理 

該当事項はありません。  

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 2,229,482 3,672,671

買取債権 10,758,594 9,630,679

売掛金 12,147 10,094

その他 40,603 41,403

流動資産合計 13,040,827 13,354,848

固定資産   

有形固定資産 1,164,730 1,169,783

無形固定資産 22,123 25,007

投資その他の資産   

長期未収入金 3,665,500 3,679,851

その他 362,042 361,639

投資その他の資産合計 4,027,542 4,041,490

固定資産合計 5,214,396 5,236,281

資産合計 18,255,224 18,591,130

負債の部   

流動負債   

短期借入金 16,023,000 16,023,000

1年内返済予定の長期借入金 187,200 245,200

未払法人税等 7,646 25,239

預り金 26,674 353,683

賞与引当金 32,528 21,812

その他 202,932 181,170

流動負債合計 16,479,981 16,850,106

固定負債   

長期借入金 47,600 94,400

その他 24,537 24,537

固定負債合計 72,137 118,937

負債合計 16,552,118 16,969,043

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,768,693 3,768,693

資本剰余金 3,876,073 3,876,073

利益剰余金 △5,992,165 △6,075,287

株主資本合計 1,652,602 1,569,480

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,496 △1,393

評価・換算差額等合計 △3,496 △1,393

新株予約権 54,000 54,000

純資産合計 1,703,105 1,622,086

負債純資産合計 18,255,224 18,591,130



（２）四半期連結損益計算書 
 （第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益 498,233 498,259

金融費用 105,459 88,441

販売費及び一般管理費 390,966 336,260

営業利益 1,807 73,557

営業外収益   

受取地代家賃 16,343 11,433

その他 1,620 2,119

営業外収益合計 17,963 13,553

営業外費用   

株式交付費 5,491 －

賃貸費用 8,776 1,473

その他 1,175 －

営業外費用合計 15,443 1,473

経常利益 4,327 85,638

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,000 480

特別利益合計 5,000 480

特別損失   

投資有価証券評価損 15,188 －

特別損失合計 15,188 －

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（△）

△5,860 86,118

法人税、住民税及び事業税 1,787 2,554

法人税等調整額 8,036 442

法人税等合計 9,823 2,996

少数株主損益調整前四半期純利益 － 83,122

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,684 83,122



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△5,860 86,118

減価償却費 11,013 6,873

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,251 △480

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,756 10,716

受取利息及び受取配当金 △730 △498

投資有価証券評価損益（△は益） 15,188 －

株式交付費 5,491 －

買取債権の増減額(△は増加) 822,969 △1,455,986

営業貸付金の増減額（△は増加） 400 －

長期営業債権の増減額(△は増加) 3,875 2,896

長期未収入金の増減額（△は増加） 21,000 14,350

未払金の増減額（△は減少） △5,612 2,943

預り金の増減額（△は減少） 247,215 1,062

前受収益の増減額（△は減少） △10,300 15,374

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,756 990

その他 28,577 △11,423

小計 1,143,487 △1,327,064

利息及び配当金の受取額 730 498

法人税等の支払額 △3,322 △8,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,140,895 △1,334,638

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 △19,380 －

有形固定資産の売却による収入 － 2,378

無形固定資産の取得による支出 － △1,150

投資有価証券の取得による支出 △299 △301

子会社株式の取得による支出 － △1,000

差入保証金の差入による支出 － △3,679

差入保証金の回収による収入 123,580 －

長期前払費用の取得による支出 906 －

その他 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 104,807 △3,750

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） △575,000 －

長期借入金の返済による支出 △165,100 △104,800

株式の発行による収入 200,502 －

新株予約権の発行による収入 54,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △485,598 △104,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 760,104 △1,443,189

現金及び現金同等物の期首残高 6,187,160 3,422,671

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,947,265 1,979,482



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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