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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 274 △40.7 △1,836 ― △1,396 ― △1,415 ―
24年3月期第3四半期 461 △84.4 △107 ― △15 ― 858 △70.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △1,415百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 858百万円 （△70.9％）

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3四半期 △72.78 ―
24年3月期第3四半期 44.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 4,708 3,072 65.3
24年3月期 6,558 4,481 68.3
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,072百万円 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 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 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、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3Q 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3Q 704 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3Q 19,454,647 株 24年3月期3Q 19,454,732 株
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当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）のわが国経済は、足元では

株価回復や円高是正の動きが見られましたが、世界経済減速の影響などにより輸出や生産が減少し、欧州

や中国等の対外経済環境を巡る不確実性が高まるなど、先行き不透明感の強い状況が続きました。 

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

融円滑化法の影響もあり、依然厳しい環境下で推移しました。同事業を営む株式会社ジャスティス債権回

収では、取り巻く環境の変化に対応するため、採算管理の徹底、各債務者の状況に応じたきめ細かい対応

と与信管理により、回収業務の効率化と機動性の向上に取り組んでおりますが、既存保有債権の劣化に伴

って回収率も鈍化しており、取扱高は減少基調にあります。 

当第３四半期における売上高は、債権回収事業の取扱高及びファクタリング事業の営業貸付金がともに

前年同期に比べ減少したことにより、274百万円（前年同期比40.7％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買取債権に対する貸倒引当金繰入額

を1,723百万円計上したことから、営業損失は1,836百万円（前年同期は107百万円の損失）となりまし

た。また、営業外収益として、当社の短期貸付金及び未収利息に対する貸倒引当金戻入額を373百万円計

上したことから、経常損失は1,396百万円（前年同期は15百万円の損失）、四半期純損失は1,415百万円

（前年同期は858百万円の利益）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、回収の進んでいない既存債権の掘り起こしとともに、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、実行に注力しました。しかしながら縮小する市場の中で取扱債

権が減少した影響が大きく、債権回収高は大幅に前年同期を下回りました。債権の買取に関しては、金融

機関からの債権売却の減少に伴うサービサー間の入札競争激化、買取価格高騰という厳しい市況環境の影

響で低位な状況にありますが、地道な営業活動やセカンダリー市場への参入等によって新規債権の獲得を

進めております。 

この結果、当期間の売上高は244百万円（前年同期比37.7％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既存取扱債権の精査結果を踏まえ、貸倒引当金繰入額1,723百万円を

計上したため、営業損失は1,744百万円（前年同期は20百万円の損失）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28百万円（前年同期比58.3％減）となり、営業利益は、８

百万円（前年同期比82.3％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３四半期末の総資産は、主にジャスティス債権回収の買取債権に対する貸倒引当金が1,723百万円

増加したこと等の理由により、前連結会計年度末に比べ1,850百万円減少し、4,708百万円となりました。

負債は、短期借入金やその他債務について金銭債権（営業貸付金や短期貸付金等）による代物弁済をお

こなったこと等の理由により、前連結会計年度末に比べ441百万円減少し、1,635百万円となりました。 

純資産は、1,415百万円の四半期純損失を計上したことなどにより、利益剰余金が1,408百万円減少し、

3,072百万円となりました。 

  

平成24年８月９日に発表いたしました業績予想数値から修正は行っておりません。 

  

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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11 19

受取手形及び売掛金 13 9

営業貸付金 2,874 1,004

買取債権 5,332 5,267

未収入金 797 2,528

短期貸付金 893 645

その他 533 231

貸倒引当金 △4,035 △5,183

流動資産合計 6,421 4,521

固定資産

有形固定資産 32 34

無形固定資産

その他 28 19

無形固定資産合計 28 19

投資その他の資産

その他 438 543

貸倒引当金 △363 △410

投資その他の資産合計 75 132

固定資産合計 137 186

資産合計 6,558 4,708

負債の部

流動負債

短期借入金 229 61

未払金 490 514

未払法人税等 32 25

債務保証損失引当金 1,103 900

その他 159 69

流動負債合計 2,015 1,572

固定負債

その他 61 63

固定負債合計 61 63

負債合計 2,077 1,635

純資産の部

株主資本

資本金 7,609 7,609

利益剰余金 △3,127 △4,536

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,481 3,072

純資産合計 4,481 3,072

負債純資産合計 6,558 4,708
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
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４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

売上高 461 274

売上原価 1 －

売上総利益 460 274

販売費及び一般管理費 568 2,110

営業損失（△） △107 △1,836

営業外収益

受取利息 23 36

受取手数料 37 48

貸倒引当金戻入額 － 373

匿名組合投資利益 115 －

雑収入 15 9

営業外収益合計 192 467

営業外費用

支払利息 88 4

支払手数料 6 5

貸倒引当金繰入額 － 11

雑損失 5 5

営業外費用合計 99 27

経常損失（△） △15 △1,396

特別利益

債務免除益 950 －

特別利益合計 950 －

特別損失

固定資産処分損 2 －

特別損失合計 2 －

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（△）

931 △1,396

法人税、住民税及び事業税 73 19

法人税等合計 73 19

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（△）

858 △1,415

四半期純利益又は四半期純損失（△） 858 △1,415

四半期包括利益 858 △1,415

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 858 △1,415

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３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

１．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△134百万円には、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３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．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△100百万円には、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 393 68 461 0 461

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 393 68 461 0 461

セグメント利益又は損失(△) △20 48 27 △134 △107

(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 244 28 273 0 274

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 244 28 273 0 274

セグメント利益又は損失(△) △1,744 8 △1,735 △100 △1,836
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