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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 1,085 5.8 219 199.4 243 165.3 △2,543 ―
22年3月期第2四半期 1,026 △47.8 73 △91.4 91 △88.5 △2,603 ―

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 △12,032.45 ―
22年3月期第2四半期 △13,127.77 ―

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 15,261 △929 △6.4 △4,653.00
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2四半期  △983百万円 22年3月期  1,568百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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
23年3月期 ― ―
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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 2,174 7.2 293 295.4 336 197.7 △2,454 ― △11,607.94



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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レビュー手続の対象外であり、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P．３「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 211,407株 22年3月期  211,407株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 211,407株 22年3月期2Q 198,309株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 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）における我が国の経済は、新興国の経済成

長や政府による経済対策効果により企業業績に改善の兆しが見られたものの、円高の進行、雇用情勢の悪化、個人

消費の低迷等により依然として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。  

当第２四半期連結累計期間の業績については、主要取引先の株式会社ドン・キホーテ向け債権の取扱の増加、及

びアウトソーシング業務の拡大により営業収益は順調に推移し、取扱累計高は56,397百万円（前年同四半期比

5.9％増）、営業収益は1,085百万円（前年同四半期比5.8％増）となりました。また、人件費を中心としたコスト

の見直しに努めた結果、営業利益は219百万円（前年同四半期比199.4％増）、経常利益は243百万円（前年同四半

期比165.3％増）となり、経常利益についても順調に推移しております。一方で長期化していた回収懸念債権の処

理等による特別損失2,784百万円を計上したことにより、四半期純損失2,543百万円（前年同四半期は四半期純損失

2,603百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、長期化していた回収懸念債権の処理等による特別損失を計上したこと

により、前連結会計年度末に比べ、3,330百万円減少し、15,261百万円となりました。純資産は、前連結会計年度

末に比べ、2,551百万円減少し、929百万円の債務超過となりました。 

（連結キャッシュフローに関する定性的情報）  

当第２四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1,392百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末にお

ける資金残高は2,030百万円となりました。 

当第２四半期連結累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1,130百万円（前年同四半期は2,415百万円の獲得）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）  

投資活動の結果得られた資金は177百万円（前年同四半期比26.9％増）となりました。これは主に有形固定資

産の売却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439百万円（前年同四半期比72.7％減）となりました。これは主に金融機関へ

の有利子負債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 

 特別損失の発生にともない平成22年5月14日に発表いたしました通期業績予想を修正しております。詳細につき

ましては平成22年10月15日に発表いたしました「特別損失の発生に基づく業績予想の修正及び株式会社ドン・キホ

ーテとの業務・資本提携に関する新合意書締結並びに同社からの経営支援の発表について」をご覧ください。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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。 

   

(２）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは、当第２四半期連結会計期間において、長期化していた回収懸念債権の処理等による特別損失

2,784百万円を計上した結果、929百万円の債務超過となり、シンジケートローンの財務制限条項に抵触しておりま

す。財務制限条項に抵触した結果、多数貸付人（総貸付高の67％以上）からの請求により期限の利益を喪失する可

能性があります。  

 これらの状況により、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象または状況

が存在しております。 

 四半期連結財務諸表提出会社である当社は、債務超過の状況を早期に解消し、さらなる財務基盤の強化を図るた

め、株式会社ドン・キホーテとの間で「業務・資本提携に関する新合意書」（以下「新合意書」という）を締結い

たしました。新合意書にて株式会社ドン・キホーテより当社の上場の維持に必要な資本投下の検討を含む以下の協

力を仰ぐこととなりました。 

 ①当社が長期にわたって上場を維持することの出来る資本増強のための施策に協力をいただくこと。  

 ②株式会社ドン・キホーテとの業務上の関係を一層強化することにより、株式会社ドン・キホーテの関連会社と

して当社の経営改善をよりスピーディに進められるよう経営支援をいただくこと。 

 ③当社のお取引先様及びシンジケートローン銀行団を含むすべての債権者に安心していただける経営体制の構築

に協力いただくこと。  

 新合意書に基づき株主総会の承認を経た後に債務超過の解消に必要な資本の投下を受ける見込みです。 

 また、債務超過となったことにより、シンジケートローンの財務制限条項に抵触いたしますが、新合意書に基づ

く資本増強策についてご理解をいただき、今後の継続的な資金調達についての協議を進めております。 

 なお、上記改善策についての実現可能性は高く、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。 

  

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 2,280,382 3,672,671

買取債権 10,661,012 9,630,679

売掛金 53,828 10,094

その他 41,423 41,403

流動資産合計 13,036,646 13,354,848

固定資産   

有形固定資産 639,910 1,169,783

無形固定資産 18,770 25,007

投資その他の資産   

長期未収入金 1,212,500 3,679,851

その他 353,172 361,639

投資その他の資産合計 1,565,672 4,041,490

固定資産合計 2,224,354 5,236,281

資産合計 15,261,000 18,591,130

負債の部   

流動負債   

短期借入金 15,735,000 16,023,000

1年内返済予定の長期借入金 188,000 245,200

未払法人税等 14,368 25,239

預り金 13,824 353,683

賞与引当金 21,646 21,812

その他 195,458 181,170

流動負債合計 16,168,297 16,850,106

固定負債   

長期借入金 － 94,400

その他 22,380 24,537

固定負債合計 22,380 118,937

負債合計 16,190,678 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 △8,619,032 △6,075,287

株主資本合計 △974,264 1,569,480

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,413 △1,393

評価・換算差額等合計 △9,413 △1,393

新株予約権 54,000 54,000

純資産合計 △929,677 1,622,086

負債純資産合計 15,261,000 18,591,130



（２）四半期連結損益計算書 
 （第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 1,026,729 1,085,919

金融費用 204,961 176,225

販売費及び一般管理費 748,284 689,705

営業利益 73,483 219,988

営業外収益   

受取利息 1,839 841

受取地代家賃 27,222 23,029

その他 10,405 2,798

営業外収益合計 39,468 26,669

営業外費用   

株式交付費 6,681 －

賃貸費用 13,037 2,907

その他 1,340 －

営業外費用合計 21,059 2,907

経常利益 91,891 243,750

特別利益   

賞与引当金戻入額 4,554 3,175

貸倒引当金戻入額 8,000 －

固定資産売却益 6,656 －

特別利益合計 19,211 3,175

特別損失   

減損損失 279,100 252,000

貸倒引当金繰入額 2,420,598 2,442,651

その他 15,751 90,303

特別損失合計 2,715,449 2,784,954

税金等調整前四半期純損失（△） △2,604,347 △2,538,028

法人税、住民税及び事業税 4,733 4,720

法人税等調整額 △5,725 995

法人税等合計 △991 5,716

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,543,744

四半期純損失（△） △2,603,355 △2,543,744



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △2,604,347 △2,538,028

減価償却費 21,472 13,075

減損損失 279,100 252,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,412,070 2,441,843

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,553 △166

受取利息及び受取配当金 △2,311 △1,316

有形固定資産売却損益（△は益） △6,656 88,531

投資有価証券評価損益（△は益） 15,188 －

買取債権の増減額(△は増加) 2,076,310 △1,358,404

営業貸付金の増減額（△は増加） △1,838 －

長期営業債権の増減額(△は増加) 8,109 7,444

長期未収入金の増減額(△は増加) 54,100 24,699

未払金の増減額（△は減少） △12,374 582

預り金の増減額（△は減少） △121,698 △11,788

前受収益の増減額（△は減少） △18,788 9,180

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,773 5,693

その他 25,953 △57,808

小計 2,124,508 △1,124,461

利息及び配当金の受取額 2,311 1,316

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 288,526 △7,505

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,415,345 △1,130,650

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 △20,675 －

有形固定資産の売却による収入 19,454 186,709

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 △599 △767

子会社の清算による収入 4,435 －

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 △21 △3,679

差入保証金の回収による収入 137,667 －

預り保証金の返還による支出 － △2,156

その他 0 4

投資活動によるキャッシュ・フロー 140,261 177,961

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） △1,575,000 △288,000

長期借入金の返済による支出 △287,300 △151,600

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 △1,607,798 △439,600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 947,808 △1,392,288

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 7,134,969 2,030,382



  該当事項はありません。  

  

 当第２四半期連結累計期間において、株主資本合計が前連結会計年度末から2,543百万円減少した結果、929百万

円の債務超過となりました。これは主に四半期純損失2,543百万円の計上によるものであります。 

 詳細はP.２「当四半期の連結業績等に関する定性的情報」をご覧下さい。  

  

（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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