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1. 平成24年１月期第２四半期の連結業績（平成23年２月１日～平成23年７月31日）

 (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２四半期 3,595 2.8 79 △53.3 94 △45.8 24 △72.4

23年１月期第２四半期 3,498 1.8 170 △63.0 174 △62.4 88 △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２四半期 4.92 ─

23年１月期第２四半期 17.83 ─

 (2) 連結財政状態

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２四半期 5,738 4,606 80.3 933.13

   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２四半期 4,606百万円 23年１月期 4,606百万円

2. 配当の状況

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 ─ 0.00

24年１月期(予想) ─ 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、対前期増減率)

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

通期 7,400 3.5 140 △41.9 150 △40.1 50 ― 10.13



  

 

 
 (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） 

 
  

 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。 

  

 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）５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】６ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

   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。

(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
 

 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２Ｑ 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２Ｑ ─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２Ｑ 4,936,400株 23年１月期２Ｑ 4,936,400株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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※ 当社は以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配付した資料につ

いては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成23年９月９日(金)  ・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

○添付資料の目次
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当第２四半期連結累計期間（平成23年２月１日～平成23年７月31日）におけるわが国経済は、３月11

日に発生した東日本大震災の影響により大きく落ち込んでいた生産活動や個人消費に若干の持ち直しの

動きが見られるものの、電力の供給不足や原発事故に伴う放射性物質の汚染拡大に対する不安および円

高の進行が懸念されるなど、先行き不透明な環境下で推移いたしました。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。 

このような経営環境のもと、当第２四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および取引の継続が困難な先との契約解除等の影響により減収

となったものの、保育事業が新たに加わり、3,595百万円（前年同四半期比2.8％増）となりました。一

方、全社的なコスト削減策の実行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79百万円（前年同四半期比53.3％減）、経常利益は94百万円（前年同四半期比45.8％

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、四半期純利益は24百万

円（前年同四半期比72.4％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。 

なお、各セグメント別の業績概況は以下のとおりです。 

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き下げ、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、小口無担保マーケットを重点にサービサー法に準拠した特定金銭債権の買取

りおよび管理回収業務への特化を進めてまいりましたが、クレジットカード会社等との経済条件の見直

し、取引先における回収業務の内製化の影響が継続し、当第２四半期連結累計期間のサービサー事業全

体での売上高は1,514百万円（前年同四半期比24.0％減）、営業利益は35百万円（前年同四半期比

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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73.4％減）となりました。 

  

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。 

このような状況のもと、テレマーケティング事業につきましては、業務量の変動に応じた拠点センタ

ーの効率的な運営を目的に(株)ヒューマンプラスの東北センターを閉鎖するなど、事業の負の要因の整

理を実行するとともに、既存先からの受託拡大を進めてまいりました。また、人材派遣事業につきまし

ては、官公庁ビジネスの専門部署を設置し、次なる柱として育成していく体制を作り、営業拡大を目指

してまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間のアウトソーシング事業の売上高は、1,789百万円（前年

同四半期比16.0％増）、営業損失は３百万円となりました。 

  

③保育事業 

当社グループは、昨年度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２四半期連結累計期間においては、保育の「質」の向上を 優先に取り組みつつ、認可・認証園

の新規開園に向けた準備も合わせて進めてまいりました。（８月には足立区から認定を受けた「足立区

小規模保育室 ＫＩＮＤＥＲ ＮＵＲＳＥＲＹ 五反野園」を開園いたしました。） 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の保育事業の売上高は316百万円、営業損失２百万円とな

りました。 
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 資産、負債及び純資産の状況 

①資産 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より311百万円減少し、5,738百万円と

なりました。流動資産は4,274百万円、固定資産は1,463百万円であります。  

 流動資産の主な内容といたしましては、「現金及び預金」2,933百万円（前連結会計年度末比19.4％

増）、「未収入金」152百万円（前連結会計年度末比79.8％減）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467百万円（前連結会計年度末比4.8％減）、無

形固定資産813百万円（前連結会計年度末比11.5％減）であります。 

  

②負債 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末より311百万円減少し、1,132百万円と

なり、流動負債は889百万円、固定負債は242百万円であります。  

 流動負債の主な内容といたしましては、「未払法人税等」44百万円（前連結会計年度末比43百万円

増）、「賞与引当金」108百万円（前連結会計年度末比11.5％減）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」92百万円（前連結会計年度末比4.3％

減）、「負ののれん」29百万円（前連結会計年度末比12.5％減）であります。 

  

③純資産 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、4,606百万円となりました。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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 連結キャッシュ・フローの状況 

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。）の残高は

2,854百万円となり、前連結会計年度末に比べ482百万円増加いたしました。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、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２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は852百万円となり、前年同四半期連

結累計期間と比べ907百万円増加いたしました。主な要因は、「税金等調整前四半期純利益」が114百万

円減少しましたが、法人税等の還付額が660百万円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 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は343百万円となり、前年同四半期連

結累計期間と比べ133百万円増加いたしました。主な要因は、「無形固定資産の取得による支出」が69

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２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は26百万円となり、前年同四半期連結

累計期間と比べ72百万円増加いたしました。主な要因は、「配当金の支払額」が73百万円減少したこと

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、平成23年３月17日に公表いたしました数値から修正して

おります。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

(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。 

  

資産除去債務に関する会計基準等の適用  

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」（企業会計基準第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

25百万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２四半期連結会計期間末
(平成23年７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23年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,933 2,456

売掛金 753 801

買取債権 491 567

未収入金 152 757

その他 178 99

貸倒引当金 △234 △230

流動資産合計 4,274 4,451

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 163 161

車両運搬具（純額） 6 8

工具、器具及び備品（純額） 285 321

その他 12 －

有形固定資産合計 467 491

無形固定資産

ソフトウエア 791 896

その他 21 22

無形固定資産合計 813 919

投資その他の資産

投資有価証券 5 5

その他 178 185

貸倒引当金 △0 △1

投資その他の資産合計 182 188

固定資産合計 1,463 1,599

資産合計 5,738 6,050

負債の部

流動負債

未払法人税等 44 1

賞与引当金 108 122

その他 736 1,072

流動負債合計 889 1,196

固定負債

退職給付引当金 92 96

負ののれん 29 33

その他 120 117

固定負債合計 242 247

負債合計 1,132 1,444
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年７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 3,096 3,096

株主資本合計 4,606 4,606

純資産合計 4,606 4,606

負債純資産合計 5,738 6,050
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年７月31日)

売上高 3,498 3,595

売上原価 2,902 3,049

売上総利益 596 545

販売費及び一般管理費 425 465

営業利益 170 79

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 4 4

還付加算金 － 6

その他 0 4

営業外収益合計 4 15

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 174 94

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 5 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

センター閉鎖費用 － 18

その他 － 0

特別損失合計 5 42

税金等調整前四半期純利益 169 54

法人税、住民税及び事業税 53 45

法人税等調整額 27 △15

法人税等合計 81 30

少数株主損益調整前四半期純利益 － 24

四半期純利益 88 24
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成22年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年５月１日
至 平成23年７月31日)

売上高 1,760 1,752

売上原価 1,476 1,478

売上総利益 284 274

販売費及び一般管理費 194 221

営業利益 90 52

営業外収益

受取利息 － 0

負ののれん償却額 2 2

還付加算金 － 5

その他 0 2

営業外収益合計 2 9

経常利益 92 62

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 0

その他 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失

固定資産除却損 1 －

その他 － 0

特別損失合計 1 0

税金等調整前四半期純利益 91 62

法人税、住民税及び事業税 0 12

法人税等調整額 34 △2

法人税等合計 35 10

少数株主損益調整前四半期純利益 － 52

四半期純利益 56 52
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年７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 169 54

減価償却費 239 243

のれん償却額 － 0

負ののれん償却額 △4 △4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △33 △14

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） △8 △4

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） 50 47

買取債権の増減額（△は増加） 131 76

未収入金の増減額（△は増加） △475 △55

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

その他 72 △174

小計 129 197

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

法人税等の還付額 － 660

営業活動によるキャッシュ・フロー △55 852

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 △193

無形固定資産の取得による支出 △217 △148

差入保証金の差入による支出 △15 △3

差入保証金の回収による収入 54 1

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 △476 △343

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △98 △24

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △98 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △630 482

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 2,112 2,854
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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２四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年７月31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２四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年７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】  

前第２四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年７月31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

1,992 1,505 3,498 ― 3,498

（2）セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

― 37 37 (37) ―

計 1,992 1,543 3,536 (37) 3,498

営業利益又は営業損失(△) 132 △21 110 60 170
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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２四半期連結累計期間(自 平成23年２月１日 至 平成23年７月31日)  

 
（注）1. セグメント利益又は損失(△)の調整額 49百万円は、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） 

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。  

  

(単位：百万円)

報告セグメント
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

1,514 1,763 316 3,595 ― 3,595

  セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

― 26 ― 26 △26 ―

計 1,514 1,789 316 3,621 △26 3,595

セグメント利益 
又は損失(△)

35 △3 △2 29 49 79

(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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