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1.  平成23年1月期第3四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年10月31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）

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 ％

23年1月期第3四半期 5,232 1.4 199 △71.0 206 △70.3 98 △72.0

22年1月期第3四半期 5,158 ― 688 ― 694 ― 352 ―

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1月期第3四半期 19.96 ―

22年1月期第3四半期 71.31 ―

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1月期第3四半期 5,890 4,747 80.6 961.64
22年1月期 6,236 4,747 76.1 961.68

（参考） 自己資本   23年1月期第3四半期  4,747百万円 22年1月期  4,747百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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1月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
23年1月期 ― 0.00 ―

23年1月期 
（予想）

5.00 5.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1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  有  
 

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 7,200 7.7 180 △72.9 190 △71.7 90 △71.7 18.23



(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は終了していません。 

※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。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）４ページ「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】４ページ「その他の情報」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1月期3Q 4,936,400株 22年1月期  4,936,400株

② 期末自己株式数 23年1月期3Q  ―株 22年1月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期3Q 4,936,400株 22年1月期3Q 4,936,275株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年２月1日～平成22年10月31日）におけるわが国経済は、外需や

政策支援により企業収益の改善や個人消費が持ち直しの動きが見られ緩やかに回復しつつあるものの、

デフレの更なる長期化の懸念や円高による先行きの不透明感が広がるなど、力強さに欠ける景況感で推

移しました。  

 当社グループの主力取引先でありますノンバンク業界は、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、依然として厳しい経営環境が続いております。  

 当社グループにおきましても、その影響の波及が継続する一方、サービサー事業に対してはより一層

の厳格な業務運営が求められ、当第３四半期連結累計期間の業績は、非常に厳しい結果となりました。 

 こうした環境に対処するために連結経営第２期となる当社グループは、「コンプライアンス態勢の強

化」を経営の 重要課題とし、業務運営体制を抜本的に見直し、内部管理態勢の一層の充実・強化を行

っております。  

 一方で、従来のセンター機能を再編成し、テレマーケティング事業をスタートさせるとともに、クレ

ディセゾングループの人材派遣会社であった㈱ヒューマンプラスと平成22年３月１日に吸収分割による

事業統合を行い、人材派遣事業の拡大を進めてまいりました。  

 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、サービサー事

業収益が取引先との経済条件改訂及び回収業務の自社化の影響を受け減収となるものの、本年３月にグ

ループ傘下に統合した㈱ヒューマンプラスの売上高が新たに加わり人材派遣事業収益の増収を確保した

ことにより、前年同四半期比1.4％増収の5,232百万円となりました。営業利益につきましては、人材派

遣事業の売上高拡大に伴う売上原価が増加した一方で、全社的なコスト削減策の実行等を推進し販売費

及び一般管理費を抑制してまいりましたが、減収の影響が大きく前年同四半期比71.0％減益の199百万

円となりました。また、経常利益は206百万円（前年同四半期比70.3％減）、四半期純利益は98百万円

（前年同四半期比72.0％減）といずれも前年同四半期に対し大幅な減益となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、第１四半期連結会計期間より事業の

種類別セグメント情報を開示しておりますので、事業の種類別セグメントの前年同四半期との比較分析

は行っておりません。また、事業の種類別ごとの業績については、セグメント間の内部売上高又は振替

高を含めて記載しております。    

  

①サービサー事業 

サービサー事業は業務代行事業、買取債権事業、リサーチ事業から構成されております。  

 サービサー市場は金融庁の中小企業金融円滑法の施行等、過去 大級の金融支援が、金融機関の債権

売却の抑止力として働き、金融機関からの債権売却のバルクセールが引き続き減少しており、結果とし

て不良債権処理スピードは大幅に鈍化しております。  

 一方、主要取引先であるノンバンク各社は貸金業法の完全施行に伴い利益確保の施策を一層推進させ

ており、サービサー業界の収益環境は受託手数料の引下げ、買取価格の上昇等一段と厳しくなっており

ます。  

 このような状況のもと、ノンバンク各社・地方自治体等25先の新規提携先を拡大してまいりました

が、クレジットカード会社との経済条件の見直し、回収業務の自社化の影響を受け、サービサー事業全

体での当第３四半期連結累計期間の売上高は2,874百万円、営業利益は156百万円となりました。  

  

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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②アウトソーシング事業 

アウトソーシング事業はテレマーケティング事業と人材派遣事業から構成されております。  

 国内景気は緩やかに回復傾向にあるものの、企業の人材需要も引き続き低調に推移しております。 

  当社グループはクレディセゾングループの人材派遣会社であった㈱ヒューマンプラスと事業統合を行

い、事業規模の拡大を図ってまいりました。   

 また、テレマーケティング事業につきましては、全国４箇所にコールセンターを開設し、カード会社

等の支払案内業務を中心に事業展開を行っております。  

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間のアウトソーシング事業の売上高は2,423百万円と大幅に

増加いたしましたが、営業損益につきましては、人件費、施設費等の販売費及び一般管理費を大幅に削

減したものの、人材派遣事業における派遣単価及びテレマーケティング事業における受託手数料率の低

下による利益の減少を吸収できず、43百万円の損失となりました。  

  

  

 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5,890百万円となり、流動資産は4,394百万円、固定資産は

1,496百万円であります。  

 流動資産の主な内容といたしましては、「現金及び預金」2,170百万円、「売掛金」822百万円、「買

取債権」822百万円であります。  

 固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産410百万円、無形固定資産863百万円、投資その

他の資産221百万円であります。 

  
②負債 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は1,143百万円となり、流動負債は913百万円、固定負債は

229百万円であります。  

 流動負債の主な内容といたしましては、「未払法人税等」6百万円、「賞与引当金」139百万円、「役

員賞与引当金」15百万円、「その他（未払金）」321百万円であります。  

 固定負債の主な内容といたしましては、「退職給付引当金」86百万円であります。 

  
③純資産 
 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は4,747百万円となりました。 
  

 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9百万円の支出となりました。  

 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199百万円、減価償却費361百万円、買取債

権の減少額172百万円、貸倒引当金の増加額90百万円を計上した一方、資金の減少として本社移転費用

引当金の減少額49百万円、長期未払金の減少額23百万円、未収入金の増加額447百万円、法人税等の支

払額385百万円などがあったことによるものであります。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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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560百万円の支出となりました。  

 これは、主に有形固定資産の取得で194百万円、ソフトウエアの開発に伴う無形固定資産の取得で294

百万円、事業譲受による支出で115百万円支出し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98百万円の支出となりました。  

 これは、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、2,072百万円となりました。 

  

近の動向を踏まえ、平成22年３月12日に公表いたしました平成23年１月期の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12月７日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

  
  

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。 

  

該当事項はありません。  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年10月31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１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,170 2,843

売掛金 822 711

買取債権 822 995

未収入金 622 －

その他 354 312

貸倒引当金 △398 △308

流動資産合計 4,394 4,554

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 158 161

工具、器具及び備品（純額） 252 349

有形固定資産合計 410 511

無形固定資産

ソフトウエア 849 868

その他 14 14

無形固定資産合計 863 882

投資その他の資産

投資有価証券 5 5

その他 218 285

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 221 288

固定資産合計 1,496 1,682

資産合計 5,890 6,236

負債の部

流動負債

未払法人税等 6 206

賞与引当金 139 127

役員賞与引当金 15 －

その他 751 906

流動負債合計 913 1,240

固定負債

退職給付引当金 86 86

負ののれん 35 －

その他 108 161

固定負債合計 229 248

負債合計 1,143 1,489

純資産の部

株主資本

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 509 608

利益剰余金 3,237 3,138

株主資本合計 4,747 4,747

純資産合計 4,747 4,747

負債純資産合計 5,890 6,236
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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)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年10月31日)

売上高 5,158 5,232

売上原価 3,783 4,378

売上総利益 1,375 853

販売費及び一般管理費 687 654

営業利益 688 199

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 6 0

負ののれん償却額 － 6

その他 0 0

営業外収益合計 7 6

営業外費用

支払利息 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 694 206

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 6

投資有価証券評価損 0 －

特別損失合計 2 6

税金等調整前四半期純利益 692 199

法人税、住民税及び事業税 424 87

法人税等調整額 △83 13

法人税等合計 340 101

四半期純利益 352 98
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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)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22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 692 199

減価償却費 321 361

のれん償却額 29 －

負ののれん償却額 － △6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 136 90

賞与引当金の増減額（△は減少） 67 12

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － △49

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16 △0

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 △23

受取利息及び受取配当金 △6 △0

支払利息 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 152 42

買取債権の増減額（△は増加） 100 172

未収入金の増減額（△は増加） △48 △447

その他 34 22

小計 1,467 375

利息及び配当金の受取額 5 0

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △353 △385

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,119 △9

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 △194

無形固定資産の取得による支出 △290 △294

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 △17

差入保証金の回収による収入 21 59

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 －

事業譲受による支出 － △115

その他 △0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △371 △560

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 △98

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △244 △98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 503 △669

現金及び現金同等物の期首残高 1,456 2,742

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,959 2,072
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年10月31日)  

(追加情報)  

当社グループでは、内部管理上の区分によりサービサー事業とアウトソーシング事業に分けておりま

す。 

 当社の連結子会社である㈱コスモサポート(現㈱ヒューマンプラス）は、平成22年３月１日付で㈱ヒ

ューマンプラス(現㈱アセットプラス)から吸収分割により人材派遣事業を譲受いたしました。その結

果、人材派遣事業の売上高及び営業損失の占める割合が全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計

額に対して10％を超えることとなったことから、第１四半期連結会計期間より経営の多角化の実態につ

いて有用な情報を提供するためにセグメント情報を開示することといたしました。 

 なお、セグメント情報の開示に伴い、テレマーケティング事業及び人材派遣事業を含めた事業の名称

をアウトソーシング事業とすることといたしました。 

  

 
（注）1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。         

 2 各区分の主要な事業内容  

  (1) サービサー事業  

    ①業務代行事業 ②買取債権事業 ③リサーチ事業  

   (2) アウトソーシング事業  

    ①テレマーケティング事業 ②人材派遣事業      

  

【所在地別セグメント情報】 

前第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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22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。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

サービサー事業 
 

アウトソーシン
グ事業

計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

 売上高

（1）外部顧客に対する 
     売上高

2,874 2,357 5,232 ― 5,232

（2）セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

― 66 66 (66) ―

計 2,874 2,423 5,298 (66) 5,232

営業利益又は営業損失(△) 156 △43 113 86 199
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【海外売上高】  

前第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22年２月１日 至 平成22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。  

  

該当事項はありません。  

  

(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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