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1.  平成24年1月期第1四半期の連結業績（平成23年2月1日～平成23年4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）

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 ％

24年1月期第1四半期 1,842 6.0 26 △66.4 32 △60.9 △27 ―

23年1月期第1四半期 1,737 1.4 80 △61.3 82 △60.2 31 △62.5

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

24年1月期第1四半期 △5.66 ―

23年1月期第1四半期 6.44 ―

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

24年1月期第1四半期 5,979 4,554 76.2 922.54
23年1月期 6,050 4,606 76.1 933.21

（参考） 自己資本   24年1月期第1四半期  4,554百万円 23年1月期  4,606百万円

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

23年1月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

24年1月期 ―

24年1月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年1月期の連結業績予想（平成23年2月1日～平成24年1月31日） 
（％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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
※第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。詳細は、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。 

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)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 7,900 10.4 140 △41.9 150 △40.1 50 ― 10.13



(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おりません。 

※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】５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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年1月期1Q 4,936,400株 23年1月期  4,936,400株

② 期末自己株式数 24年1月期1Q  ―株 23年1月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年1月期1Q 4,936,400株 23年1月期1Q 4,936,400株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………  ２  

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………  ２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………  ３ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………  ４ 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………  ５ 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………  ５ 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………  ５ 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………  ５ 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………  ６ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………  ６ 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………  ８ 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………  ９ 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………  10 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………  10  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………  11 

  

○添付資料の目次

1/110260409672306_000.html

2011/06/10https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.asp

JPNホールディングス㈱　(8718)　　平成24年１月期　第１四半期決算短信

－1－



当第１四半期連結累計期間（平成23年２月1日～平成23年４月30日）におけるわが国経済は、雇用情

勢は依然として厳しいながらも、政策支援の効果により企業活動は全般的に回復基調で推移いたしまし

た。しかしながら、３月11日に発生した東日本大震災が電力供給をはじめとする社会インフラに深刻な

打撃を与え、日本経済に多大な影響を及ぼしました。今回の震災による当社グループへの影響は限定的

でありましたが、今後の電力供給不足などの不確定要因が当社グループに及ぼす影響を引き続き注視し

てまいります。 

当社グループの主要取引先でありますノンバンク業界は、改正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、更なる事業収益構造の見直しや事業の効率化を迫られて

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、サービサー業界に対してはより一層

の厳格な業務運営が求められており、こうした環境に対処するために当社グループは、「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、内部管理体制のより一層

の充実・強化を図っております。 

一方で、人材派遣事業及びテレマーケティング事業の規模拡大に見合った利益を創出できるビジネス

モデルの確立と前年度に新たに参入した保育事業の育成にも注力してまいりました。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高につきましては、サービ

サー事業が取引先との経済条件改訂、回収業務の内製化の影響が継続し、減収となったものの、保育事

業が新たに加わったことにより、1,842百万円（前年同四半期比6.0％増）となりました。一方、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を推進してまいりましたが、サービサー事業の大幅

な収益率の低下により、営業利益は26百万円（前年同四半期比66.4％減）、経常利益は32百万円（前年

同四半期比60.9％減）となりました。また、会計基準の変更に伴う資産除去債務の計上等により、四半

期純損失は27百万円となりました。 

なお、各セグメント別の業績概況は以下のとおりです。 

当第１四半期より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。これにより事業区分の変更はないため、前年同四半期比較を

行っております。 

  

①サービサー事業 

サービサー事業は業務代行事業、債権買取事業、リサーチ事業から構成されています。 

サービサー市場は金融庁の中小企業等金融円滑化法の１年間延長等による金融支援の継続が、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が引き続き減少しており、不良債権の処理

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改正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、当第１四半期連結累計期間においては、引き続き新規提携先の拡大と共に債

権買取事業強化の体制構築を進めてまいりましたが、クレジットカード会社との経済条件の見直し、回

収業務の内製化の影響が継続し、当第１四半期連結累計期間のサービサー事業全体での売上高は791百

万円（前年同四半期比25.7％減）、営業利益は6百万円（前年同四半期比92.0％減）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。東日本大

震災の影響による企業活動の停滞もあり、雇用情勢は依然として厳しい状況が続いており、企業の人材

需要は引き続き低調に推移しております。 

このような環境のもと、人材派遣事業及びテレマーケティング事業の規模拡大に見合った利益を創出

できるビジネスモデルの確立を急ぐとともに、官公庁ビジネスの専門部署を設置し、事業規模拡大に向

けた体制をつくり、派遣、請負、テレマーケティングといった総合ソリューションの推進と合せて、営

業拡大を目指してまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間のアウトソーシング事業の売上高は、895百万円（前年同

四半期比29.7％増）、営業損失は11百万円となりました。 

  

③保育事業 

当社グループは、昨年11月より新規参入いたしました保育についても一つのサービス事業と捉え、お

子様をお持ちの共働き世帯の方々が安心して働くことのできる生活環境の実現を目指し、待機児童の多

い関東圏を中心に保育園27園を展開しております。 

当第１四半期連結累計期間においては、新規保育所２園の立上げとともに、認可・認証園の新規開園

に向けた準備も進めてまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の保育事業の売上高は172百万円、営業利益10百万円とな

りました。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

①資産 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末比71百万円減少し、5,979百万円とな

り、流動資産は4,450百万円、固定資産は1,528百万円であります。  

 流動資産の主な内容といたしましては、「現金及び預金」2,146百万円、「売掛金」782百万円、「買

取債権」542百万円、「未収入金」987百万円であります。  

 固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産453百万円、無形固定資産891百万円、投資その

他の資産184百万円であります。 

  

②負債 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比18百万円減少し、1,425百万円とな

り、流動負債は1,167百万円、固定負債は257百万円であります。  

 流動負債の主な内容といたしましては、「未払法人税等」29百万円、「賞与引当金」177百万円、

「センター閉鎖引当金」19百万円であります。  

 固定負債の主な内容といたしましては、「退職給付引当金」95百万円、「負ののれん」31百万円であ

ります。 

  

③純資産 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、4,554百万円であります。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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 連結キャッシュ・フローの状況 

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。）の残高は

2,066百万円となり、前連結会計年度末に比べ305百万円減少いたしました。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、以下のとおりであります。  

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は10百万円となり、前年同四半期と比

べ88百万円減少いたしました。主な要因は、「税金等調整前四半期純利益」が86百万円減少したことに

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 

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は271百万円となり、前年同四半期と

比べ207百万円増加いたしました。主な要因は、「有形固定資産の取得による支出」が60百万円、「無

形固定資産の取得による支出」が27百万円、及び「事業譲受による支出」が115百万円、各々減少した

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 

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は23百万円となり、前年同四半期と比

べ66百万円増加いたしました。主な要因は、「配当金の支払額」が67百万円減少したことによるもので

あります。  

  

平成24年１月期の業績予想につきましては、現時点では、平成23年３月17日公表の業績予想に変更は

ありません。なお、不透明な経済環境の中、当社を取り巻く事業環境も大きく変化してきているため、

第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。 

又、業績見通し等に変更が生じる場合は、速やかにお知らせいたします。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

4/110260409672306_000.html

2011/06/10https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.asp

JPNホールディングス㈱　(8718)　　平成24年１月期　第１四半期決算短信

－4－



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。 

  

資産除去債務に関する会計基準等の適用  

当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

この変更により、営業利益及び経常利益はそれぞれ１百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は

24百万円減少しております。 

  

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成23年４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23年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,146 2,456

売掛金 782 801

買取債権 542 567

未収入金 987 757

その他 222 99

貸倒引当金 △232 △230

流動資産合計 4,450 4,451

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 159 161

車両運搬具（純額） 7 8

工具、器具及び備品（純額） 286 321

有形固定資産合計 453 491

無形固定資産

ソフトウエア 868 896

その他 22 22

無形固定資産合計 891 919

投資その他の資産

投資有価証券 5 5

その他 180 185

貸倒引当金 △0 △1

投資その他の資産合計 184 188

固定資産合計 1,528 1,599

資産合計 5,979 6,050

負債の部

流動負債

未払法人税等 29 1

賞与引当金 177 122

センター閉鎖引当金 19 －

その他 941 1,072

流動負債合計 1,167 1,196

固定負債

退職給付引当金 95 96

負ののれん 31 33

その他 130 117

固定負債合計 257 247

負債合計 1,425 1,444
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年４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23年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 509 509

利益剰余金 3,044 3,096

株主資本合計 4,554 4,606

純資産合計 4,554 4,606

負債純資産合計 5,979 6,050
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年２月１日
 至 平成23年４月30日)

売上高 1,737 1,842

売上原価 1,426 1,571

売上総利益 311 271

販売費及び一般管理費 231 244

営業利益 80 26

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 －

負ののれん償却額 2 2

還付加算金 － 1

その他 0 1

営業外収益合計 2 5

営業外費用

支払利息 0 －

その他 － 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 82 32

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失

固定資産除却損 4 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

センター閉鎖引当金繰入額 － 19

特別損失合計 4 42

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（△）

78 △7

法人税、住民税及び事業税 53 32

法人税等調整額 △6 △12

法人税等合計 46 20

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △27

四半期純利益又は四半期純損失（△） 31 △27
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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１四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年４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（△）

78 △7

減価償却費 118 120

のれん償却額 － 0

負ののれん償却額 △2 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 62 55

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） 1 △1

長期未払金の増減額（△は減少） △23 －

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 0 －

売上債権の増減額（△は増加） △23 18

買取債権の増減額（△は増加） 51 25

未収入金の増減額（△は増加） △462 △230

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

センター閉鎖引当金の増減額（△は減少） － 19

その他 482 △25

小計 263 △4

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △0 －

法人税等の支払額 △185 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 78 △10

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 △186 △125

無形固定資産の取得による支出 △173 △146

差入保証金の差入による支出 △11 △0

差入保証金の回収による収入 3 0

事業譲受による支出 △115 －

その他 3 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △479 △271

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △89 △22

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △89 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △490 △305

現金及び現金同等物の期首残高 2,742 2,372

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,252 2,066
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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１四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日)  

 
（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  

  業務代行事業、債権買取事業、リサーチ事業  

(2) アウトソーシング事業  

  テレマーケティング事業、人材派遣事業      

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30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】  

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日)  

海外売上高がないため、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

1,064 672 1,737 ― 1,737

（2）セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

― 17 17 (17) ―

計 1,064 690 1,754 (17) 1,737

営業利益又は営業損失(△) 79 △11 67 12 80
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【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。 

当社グループは、サービサー事業（業務代行、債権買取、リサーチ）、アウトソーシング事業（テレ

マーケティング、人材派遣）及び保育事業（保育所の経営、幼児向けカルチャーセンターの経営）を展

開しております。従って、当社グループは、「サービサー事業」、「アウトソーシング事業」及び「保

育事業」の３つを報告セグメントとしております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年２月１日 至 平成23年４月30日)  

 （単位：百万円）

 
（注）1. セグメント利益又は損失(△)の調整額21百万円は、各セグメントに分配していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  
（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  
  
  

該当事項はありません。  

  

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２

サービサー
事業

アウトソー
シング事業

保育事業 計

 売上高

 外部顧客への 
 売上高

791 878 172 1,842 1,842 ― 1,842

 セグメント間 
 の内部売上高 
 又は振替高

― 16 ― 16 16 △16 ―

計 791 895 172 1,859 1,859 △16 1,842

セグメント利益
又は損失(△)

6 △11 10 5 5 21 26

(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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