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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 115 △20.4 △1,709 ― △1,708 ― △1,711 ―
24年3月期第1四半期 144 △88.5 △6 ― △24 ― △26 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △1,711百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △26百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △87.95 ―
24年3月期第1四半期 △1.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 4,889 2,777 56.8
24年3月期 6,558 4,481 68.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,777百万円 24年3月期  4,481百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 210 △40.1 △1,730 ― △1,700 ― △1,700 ― △87.38
通期 395 △30.3 △1,980 ― △1,960 ― △1,960 ― △100.75



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続は終了しております。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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3ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 19,455,339 株 24年3月期 19,455,339 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 693 株 24年3月期 682 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 19,454,656 株 24年3月期1Q 19,454,678 株
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当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）のわが国経済は、東日本大

震災からの復興需要を背景に、本年６月の日銀短観調査においても、企業の景況感に改善の傾向が見受け

られました。しかしながら、長引くデフレや欧州の信用不安など、景気先行きは予断を許さない状況が続

いております。 

このような状況のもと当社グループは、前期に引き続き主力の債権回収事業に経営資源を集中させ、収

益力の改善と安定的な事業運営体制の構築に努めてまいりました。 

サービサー業界におきましては、金融機関の不良債権処理の減少による市場規模縮小に加え、中小企業

金融円滑化法の期限が平成25年３月まで再延長されるなど厳しい環境が続く中、同事業を営む株式会社ジ

ャスティス債権回収では、回収の進んでいない既存債権の掘り起こしや、各債務者の状況に応じたきめ細

かい対応と与信管理に取り組み、回収効率の向上を図っております。 

当第１四半期における売上高は、債権回収事業の取扱高が前年同期に比べ減少したことに加え、ファク

タリング事業の営業貸付金も前年同期に比べ減少したことにより、115百万円（前年同期比20.4％減）と

なりました。損益面については、販売費及び一般管理費に株式会社ジャスティス債権回収の既存取扱債権

の貸倒引当金（取得から一定の期間を経過した買取債権に対して同社の定めた基準に基づき計上するも

の）を1,692百万円繰り入れたため前年同期を大きく下回り、営業損失は1,709百万円（前年同期は６百万

円の損失）、経常損失は1,708百万円（前年同期は24百万円の損失）、四半期純損失は1,711百万円（前年

同期は26百万円の損失）となりました。 

  

［セグメント別の概況］ 

債権回収事業につきましては、債権の買取に関しては金融機関からの債権売却が減少しているもとで、

サービサー間の入札競争が激化し、買取価格の高騰傾向が続くなど、依然として困難な状況にあります

が、前期以前に買取成果の見られた住宅ローン債権の求償債権や破産管財人からの譲受債権など収益性の

見込める債権の精査作業を強化して、効率的な回収戦略の策定、実行に注力いたしました。また、セカン

ダリー市場への参入等により引き続き新規債権の獲得にも努めております。 

この結果、当期間の売上高は97百万円（前年同期比13.8％減）となりました。一方、コスト面において

は、取得から一定期間を経過したことに伴う既存取扱債権の貸倒引当金について、現時点の回収実績を踏

まえその十分性を再検討した結果、より保守的な対応が必要と判断し、当該引当金を1,692百万円追加計

上したことから、営業損失は1,685百万円（前年同期は22百万円の利益）となりました。 

  

ファクタリング事業につきましては、現在、株式会社ＩＦのクーポンファクタリング事業及び大口ファ

クタリング事業を休止しておりますが、既存の貸付債権について管理・回収を行っております。 

当期間の売上高は、営業貸付金の減少により16百万円（前年同期比45.1％減）となり、営業利益は、10

百万円（前年同期比59.2％減）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

① 債権回収事業

② ファクタリング事業
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当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,668百万円減少し、4,889百万円となりました。ま

た、純資産は前連結会計年度末に比べ1,703百万円減少し、2,777百万円となりました。 

総資産及び純資産の主な減少要因は、株式会社ジャスティス債権回収の買取債権に対する貸倒引当金の

増加1,692百万円であります。 

負債は、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ35百万円増加し、2,112百万円となり

ました。 

  

平成25年３月期の第２四半期及び通期の連結業績予想につきまして、平成24年５月11日に発表いたしま

した業績予想数値を修正しております。詳細につきましては、平成24年８月９日付「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご覧ください。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11 12

受取手形及び売掛金 13 9

営業貸付金 2,874 2,874

買取債権 5,332 5,311

未収入金 797 783

短期貸付金 893 893

その他 533 534

貸倒引当金 △4,035 △5,727

流動資産合計 6,421 4,690

固定資産

有形固定資産 32 38

無形固定資産

その他 28 27

無形固定資産合計 28 27

投資その他の資産

その他 438 352

貸倒引当金 △363 △219

投資その他の資産合計 75 133

固定資産合計 137 199

資産合計 6,558 4,889

負債の部

流動負債

短期借入金 229 252

未払金 490 520

未払法人税等 32 19

債務保証損失引当金 1,103 1,098

その他 159 158

流動負債合計 2,015 2,050

固定負債

その他 61 62

固定負債合計 61 62

負債合計 2,077 2,112

純資産の部

株主資本

資本金 7,609 7,609

利益剰余金 △3,127 △4,831

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,481 2,777

純資産合計 4,481 2,777

負債純資産合計 6,558 4,889
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
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４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 144 115

売上原価 1 －

売上総利益 143 115

販売費及び一般管理費 149 1,824

営業損失（△） △6 △1,709

営業外収益

受取利息 7 7

受取手数料 9 11

雑収入 5 1

営業外収益合計 22 21

営業外費用

支払利息 37 2

支払手数料 2 1

貸倒引当金繰入額 － 14

雑損失 1 1

営業外費用合計 41 19

経常損失（△） △24 △1,708

特別利益

特別利益合計 － －

特別損失

特別損失合計 － －

税金等調整前四半期純損失（△） △24 △1,708

法人税、住民税及び事業税 1 2

法人税等合計 1 2

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △26 △1,711

四半期純損失（△） △26 △1,711

四半期包括利益 △26 △1,711

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △26 △1,711

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。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

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 

 
(注)１. セグメント利益又は損失の調整額△53百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれ

ております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない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損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

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 

 
(注)１. セグメント利益又は損失の調整額△34百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれ

ております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない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損失と調整を行っております。 

  

（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

（５）セグメント情報等

〔セグメント情報〕

(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 
計上額債権回収 ファクタリング 合計

売上高

  外部顧客への売上高 113 30 144 0 144

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 113 30 144 0 144

セグメント利益又は損失(△) 22 25 47 △53 △6

(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 
計上額債権回収 ファクタリング 合計

売上高

  外部顧客への売上高 97 16 114 0 115

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 97 16 114 0 115

セグメント利益又は損失(△) △1,685 10 △1,674 △34 △1,709
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