
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

(％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) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年１月期第１四半期の連結業績（平成24年２月１日～平成24年４月30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 ％

25年１月期第１四半期 1,779 △3.4 35 31.6 42 30.4 37 ―
24年１月期第１四半期 1,842 6.0 26 △66.4 32 △60.9 △27 ―

(注) 包括利益 25年１月期第１四半期 37百万円( ―％) 24年１月期第１四半期 △27百万円( ―％)

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

25年１月期第１四半期 7.56 ―
24年１月期第１四半期 △5.66 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年１月期第１四半期 5,760 4,662 80.9
24年１月期 5,692 4,649 81.7

(参考) 自己資本 25年１月期第１四半期 4,662百万円 24年１月期 4,649百万円

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

24年１月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年１月期 ―

25年１月期(予想) 0.00 ― 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年１月期の連結業績予想（平成24年２月１日～平成25年１月31日）

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 8,200 14.8 350 121.8 360 94.7 150 121.5 30.39

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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。



  

 

   

   

   

   

   

   

   

     

 

   

 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年１月期１Ｑ 4,936,400株 24年１月期 4,936,400株

② 期末自己株式数 25年１月期１Ｑ ―株 24年１月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年１月期１Ｑ 4,936,400株 24年１月期１Ｑ 4,936,400株

※ 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、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。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興予算の執行による復興需要の本格化やエコカ

ー補助金の復活等により緩やかな回復傾向が見られたものの、一方で、欧州各国の債務危機再燃への警

戒感の高まりや円高の長期化等もあり、景気の先行きについては不透明な状況下で推移いたしました。

当社グループの主要取引先でありますクレジットカード会社をはじめとするノンバンク業界は、貸金

業法の改定に伴う総量規制の導入から約２年が経過いたしましたが、キャッシングマーケットの縮小に

より依然として厳しい環境下にあり、当社グループにおきましても取引先との関係においてその影響の

波及が続いております。 

このような経営環境のもと、当社グループはサービサー事業における債権買取事業及びアウトソーシ

ング事業における官公庁ビジネスを事業の柱として育成すべく、新規顧客開拓等の営業拡大を図ってま

いりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高につきましては、保育事業が昨年

度より当第１四半期連結累計期間までに開園した新園３園の開園効果により増収となったものの、主に

サービサー事業が主要取引先であるクレジットカード会社の債権良質化に伴うリサーチ事業(現地調査

業務)における受託件数減少の影響により減収となった結果、1,779百万円(前年同期比3.4％減)となり

ました。一方、保育事業における事業基盤整備のための先行投資がありましたが、サービサー事業にお

ける採算性重視の事業展開等により、営業利益は35百万円(前年同期比31.6％増)、経常利益は42百万円

(前年同期比30.4％増)といずれも増益となりました。これに伴い四半期純利益につきましても、37百万

円(前年同期比65百万円増)と増益となりました。 

なお、各セグメント別の業績概況は以下のとおりです。 

  

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おります。 

サービサー市場は金融庁の中小企業金融円滑化法の１年間の再延長等により、金融機関の債権売却

(バルクセール等)が引き続き減少しており、小口無担保マーケットにおいても債権買取価格は依然とし

て高騰傾向にあります。 

また、主要取引先であるノンバンク各社はキャッシングマーケットの縮小により、利益確保の施策を

一層推進させております。特に早い段階において回収力をより一層強化していることで、不良債権ビジ

ネスマーケットが縮小し、サービサー業界の収益環境は、大変厳しい業況が続いております。 

このような状況のもと、小口無担保マーケットを重点に債権買取事業への事業構造転換を推進してい

く中で、当第１四半期連結累計期間において、債権買取を中心に新たに13先との契約を締結いたしまし

た。しかしながら、リサーチ事業の受託件数減少等の影響が継続し、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723百万円(前年同期比8.5％減)と減収となりましたが、事業採算性の向上

を推進してまいりました結果、営業利益は31百万円(前年同期比387.0％増)となりました。 

  

１．当四半期決算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人材派遣事業とテレマーケティング事業から構成されております。 

今般の不透明な経済環境のもと、顧客企業における投資の手控えや採用抑制など経費削減の動きは続

いているものの、東京都内の有効求人倍率は直近の４月まで10カ月連続で上昇するなど、雇用環境は緩

やかに回復してきております。 

このような事業環境のもと、テレマーケティング事業につきましては、昨年度に効率的な業務運営を

目的に拠点センターの統廃合を実施した影響により減収となる一方、人材派遣事業におきましては、昨

年度より官公庁ビジネスの専門部署を設置し営業拡大を図ってきた効果が現れはじめ、当第１四半期連

結累計期間において、新たに９先の自治体と契約を締結いたしました。 

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872百万円(前年同期比

0.8％減)、テレマーケティング事業における拠点センター運営の効率化を進めたことにより、営業利益

は１百万円(前年同期比12百万円増）となりました。 

  

③保育事業 

保育事業につきましては、安全、安心をテーマとして、保護者の信頼を得ることを第一とした事業運

営を推進しております。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、引き続き保育の「質」の向上を最優先に取り組みつつ、計画

していた新規園を開園いたしました。３月には足立区から認定を受けた「足立区小規模保育室

KINDERNURSERY 千住大橋園」、４月には「kidsセンターpicoa 幕張本郷」を新規開園いたしました。 

今後とも、認可・認証園とマーケットニーズに合致した地域保育園としての認可外園及び学童保育を

組み合わせた事業展開に注力してまいります。 

これら新規開園及び人件費を含めた事業基盤整備のための先行投資の結果、当第１四半期連結累計期

間の保育事業の売上高は183百万円(前年同期比6.4％増)、営業損失20百万円(前年同期比30百万円減)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、5,760百万円(前期末比1.2％増)となり、流動資産は

4,325百万円(前期末比0.03％減)、固定資産は1,435百万円(前期末比5.0％増)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」2,927百万円(前期末比5.2％減)、「売掛

金」731百万円(前期末比3.1％増)、「買取債権」446百万円(前期末比1.7％増)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585百万円(前期末比19.8％増)、無形固定資産

684百万円(前期末比6.7％減)、投資その他の資産164百万円(前期末比15.3％増)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、1,098百万円(前期末比5.3％増)となり、流動負債は964

百万円(前期末比7.2％増)、固定負債は133百万円(前期末比6.8％減)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」20百万円(前期末比60.2％減)、「賞与引当

金」153百万円(前期末比50.1％増)であります。 

 固定負債の主な内容といたしましては、「負ののれん」22百万円(前期末比8.3％減)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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③純資産 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、4,662百万円(前期末比0.3％増)となりました。 

  

平成25年１月期の業績予想につきましては、現時点では、平成24年３月13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。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12

月４日）を適用しております。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

   追加情報
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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)

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,087 2,927

売掛金 709 731

買取債権 439 446

未収入金 169 181

その他 117 220

貸倒引当金 △197 △181

流動資産合計 4,326 4,325

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 179 235

工具、器具及び備品（純額） 292 338

その他 17 11

有形固定資産合計 488 585

無形固定資産   

ソフトウエア 713 663

その他 21 21

無形固定資産合計 734 684

投資その他の資産   

投資有価証券 5 5

その他 138 160

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 142 164

固定資産合計 1,366 1,435

資産合計 5,692 5,760

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 51 20

賞与引当金 102 153

その他 745 790

流動負債合計 899 964

固定負債   

負ののれん 25 22

その他 118 110

固定負債合計 143 133

負債合計 1,043 1,098

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 3,139 3,152

株主資本合計 4,649 4,662

純資産合計 4,649 4,662

負債純資産合計 5,692 5,760
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 1,842 1,779

売上原価 1,571 1,508

売上総利益 271 270

販売費及び一般管理費 244 235

営業利益 26 35

営業外収益   

受取利息 0 0

負ののれん償却額 2 2

還付加算金 1 0

貸倒引当金戻入額 － 1

その他 1 2

営業外収益合計 5 6

営業外費用   

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 32 42

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

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 19 －

特別損失合計 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（△）

△7 42

法人税、住民税及び事業税 32 20

法人税等調整額 △12 △15

法人税等合計 20 4

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△27 37

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27 37
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△27 37

四半期包括利益 △27 37

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △27 37

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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