
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

  (％表示は、対前期増減率) 
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１．平成25年１月期第３四半期の連結業績（平成24年２月１日～平成24年10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 ％

25年１月期第３四半期 5,299 △1.4 △18 ― △1 ― △100 ―
24年１月期第３四半期 5,374 2.7 122 △32.8 146 △29.0 41 △57.5

(注) 包括利益 25年１月期第３四半期 △100百万円( ―％) 24年１月期第３四半期 41百万円( ―％)

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３四半期 △20.35 ―
24年１月期第３四半期 8.48 ―

（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３四半期 5,506 4,524 82.2
24年１月期 5,692 4,649 81.7

(参考) 自己資本 25年１月期第３四半期 4,524百万円 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 ― 0.00 ―

25年１月期(予想) 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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

通期 7,100 △0.6 30 △81.0 50 △73.0 △80 － △16.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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３Ｑ 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３Ｑ ―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３Ｑ 4,936,400株 24年１月期３Ｑ 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きの対象外であり、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連結財務諸表に対する四半期レビュー手続き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、添付資料４ページ「連結業績の予想に
関する定性的情報」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間（平成24年2月1日～平成24年10月31日）におけるわが国経済は、東日本大

震災の復興関連需要に伴う公共投資や民間設備投資の増加を背景とした国内需要に回復傾向が見られた

ものの、欧州債務問題や円高の長期化、加えて日中関係の悪化による景気下押しの懸念が高まるなど、

景気の先行きについては依然として不透明な状況下で推移いたしました。個人消費につきましても、エ

コカー補助金などの政策効果等により一部で持ち直しの動きがあったものの、雇用・所得環境の改善に

は至っておらず、回復感に乏しい状況が続いております。 

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、キャ

ッシングにおいて貸金業法の改正の影響が一部残るものの、債権の健全化が進展したこと及び弁護士等

による第三者介入が落ち着いたことから、貸倒コスト等の営業費用の減少により増益の動きとなってい

ます。しかしながら、債権健全化による不良債権の減少は、当社グループの主力事業であるサービサー

事業の業績に大きく影響しました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高についてはアウトソーシング事業

及び保育事業は若干の増収となりましたが、サービサー事業は取引先の債権健全化に伴った業務代行事

業とリサーチ事業の受託件数の大幅減により減収となり、その結果5,299百万円（前年同期比1.4％減）

となりました。一方、営業利益については、アウトソーシング事業は、引き続き採算性重視の事業展開

により増益となったものの、サービサー事業では、売上高に見合った経費のコントロールを図れず、ま

た保育事業については新規開設園の先行投資と保育の「質」の向上にむけたコストが増加した結果、営

業損失は18百万円（前年同期は122百万円の営業利益）、経常損失は１百万円（前年同期は146百万円の

経常利益）といずれも前年同期に対し減益となりました。また、繰延税金資産の取崩し等により、四半

期純損失は、100百万円（前年同期は41百万円の四半期純利益）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再延長もあり、金融機関の債権売却（バルクセー

ル等）が大幅に減少しており、小口無担保マーケットにおいても、サービサー会社間の競争激化により

債権買取価格は依然として高騰傾向にあります。 

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間においては、小口無担保マーケットを重点領域と

して債権買取事業を強化した結果、債権買取事業では新たに11先との契約を締結いたしました。また、

業務代行事業については、自治体の貸付金を中心に新たに８先との契約、リサーチ事業については９先

との契約を締結したものの、主要取引先であるノンバンク各社は、利益確保の施策として初期延滞債権

の回収をより一層強化しており、中長期延滞債権が抑制されたことに伴い、受託件数が大幅に減少いた

しました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間のサービサー事業全体での売上高は2,143百万円（前年同

期比4.8％減）と減収となりました。また、売上高に見合った経費のコントロールを図れず、営業利益

は１百万円（前年同期比97.7％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
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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で、完全失業率は横ばいで推移したものの、海外景気の減速や価格競

争の激化を受け大手電機メーカー関連企業での人員削減が相次いでおり、第３四半期中の有効求人倍率

は２ヶ月連続で悪化するなど、雇用環境にかげりが見えてきました。 

このような事業環境のもとでも、人材派遣事業については、当第３四半期連結累計期間において、官

公庁を中心に新たに35先の新規契約により増収となりました。一方、テレマーケティング事業につきま

しては一部クライアント先の業務の内製化が行われたため減収となりました。 

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、2,728百万円（前年

同期比0.6％増）、営業利益は、業務効率化と徹底したコスト管理により、59百万円（前年同期は１百

万円の営業利益）となりました。 

  

③保育事業 

保育事業につきましては、全国的には待機児童は減少したものの、依然として都市部を中心に保育サ

ービスへの需要は高い状況です。この状況の中、お子様をお持ちの共働き世代の方々が安心して働くこ

とができる生活環境の実現を目指し、新たに保育施設を２園、学童施設を１校開設いたしました。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

せた事業展開を推進してまいります。 

当第３四半期連結累計期間では、「安全、安心、清潔」をテーマとして、保護者の信頼を得ることを

第一とした保育事業運営を推進し、引き続き保育の「質」の向上を最優先に取り組み、保育園の拡充に

努めてまいりました。 

これらの結果、保育事業の売上高は490百万円（前年同期比3.7％増）となりました。一方、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に伴い、営業損失105百万円（前年同期は15百万円

の営業損失）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、5,506百万円(前期末比3.3％減)となり、流動資産は

4,341百万円(前期末比0.4％増)、固定資産は1,164百万円(前期末比14.8％減)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」3,174百万円(前期末比2.8％増)、「売掛

金」778百万円(前期末比9.7％増)、「買取債権」407百万円(前期末比7.2％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475百万円(前期末比2.8％減)、無形固定資産

551百万円(前期末比24.9％減）投資その他の資産137百万円(前期末比3.5％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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②負債 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、981百万円(前期末比5.9％減)となり、流動負債は874百

万円(前期末比2.8％減)、固定負債は107百万円(前期末比25.2％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」30百万円(前期末比41.5％減)、賞与引当金

137百万円(前期末比34.4％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」18百万円(前期末比25.0％減)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、4,524百万円(前期末比2.7％減)となりました。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成24年３月13日に公表いたしました業績予想を修正しており

ます。詳細は本日公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

追加情報 

（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） 

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(注記事項)に関する事項
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,087 3,174

売掛金 709 778

買取債権 439 407

未収入金 169 65

その他 117 111

貸倒引当金 △197 △196

流動資産合計 4,326 4,341

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 179 226

工具、器具及び備品（純額） 292 249

その他 17 －

有形固定資産合計 488 475

無形固定資産   

ソフトウエア 713 530

その他 21 21

無形固定資産合計 734 551

投資その他の資産   

投資有価証券 5 5

その他 138 133

貸倒引当金 △0 △1

投資その他の資産合計 142 137

固定資産合計 1,366 1,164

資産合計 5,692 5,506

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 51 30

賞与引当金 102 137

その他 745 706

流動負債合計 899 874

固定負債   

負ののれん 25 18

その他 118 88

固定負債合計 143 107

負債合計 1,043 981

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 3,014

株主資本合計 4,649 4,524

純資産合計 4,649 4,524

負債純資産合計 5,692 5,506
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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23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 5,374 5,299

売上原価 4,540 4,624

売上総利益 834 675

販売費及び一般管理費 711 693

営業利益又は営業損失（△） 122 △18

営業外収益   

受取利息 0 1

負ののれん償却額 6 6

還付加算金 7 0

業務受託料 4 －

補助金収入 － 8

その他 5 9

営業外収益合計 24 25

営業外費用   

固定資産圧縮損 － 8

その他 0 0

営業外費用合計 0 9

経常利益又は経常損失（△） 146 △1

特別利益   

固定資産売却益 － 8

貸倒引当金戻入額 2 －

補助金収入 8 －

特別利益合計 11 8

特別損失   

固定資産除却損 － 8

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 －

固定資産圧縮損 8 －

その他 0 0

特別損失合計 50 9

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（△）

106 △3

法人税、住民税及び事業税 82 40

法人税等調整額 △17 56

法人税等合計 64 97

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（△）

41 △100

四半期純利益又は四半期純損失（△） 41 △100
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31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（△）

41 △100

四半期包括利益 41 △100

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 41 △100

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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