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１．平成25年１月期の連結業績（平成24年２月１日～平成25年１月31日）
（１）連結経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年１月期 7,099 △0.6 124 △21.4 143 △22.2 5 △91.6
24年１月期 7,141 △0.2 157 △34.5 184 △26.1 67 ―

(注) 包括利益 25年１月期 5百万円( △91.6％) 24年１月期 67百万円( ― ％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年１月期 1.15 ― 0.1 2.6 1.7
24年１月期 13.72 ― 1.5 3.1 2.2

(参考) 持分法投資損益 25年１月期 ― 百万円 24年１月期 ― 百万円

（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

25年１月期 5,537 4,630 83.6 938.08
24年１月期 5,692 4,649 81.7 941.93

(参考) 自己資本 25年１月期 4,630百万円 24年１月期 4,649百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年１月期 714 △263 △26 3,427
24年１月期 1,216 △558 △27 3,002

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年１月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 24 36.4 0.5
25年１月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 24 435.2 0.5

26年１月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 49.4

３．平成26年１月期の連結業績予想（平成25年２月１日～平成26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 7,150 0.7 100 △19.4 110 △23.5 50 781.7 10.13

（注）第２四半期(累計)の業績予想は行っておりません。詳細は、３ページ「経営成績」の「次期の見通し」をご覧ください。



  

 
   

   

     

   

   

 

   

     

（２）個別財政状態 

 
   

   

   

    (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

   

   

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（１）期中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

  新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）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

（３）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 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 ―株 24年１月期 ―株

③ 期中平均株式数 25年１月期 4,936,400株 24年１月期 4,936,400株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年１月期の個別業績（平成24年２月１日～平成25年１月31日）
（１）個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年１月期 1,602 11.1 229 173.1 233 163.9 112 ―
24年１月期 1,443 △21.8 83 △79.9 88 △78.4 △37 ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年１月期 22.70 ―
24年１月期 △7.50 ―

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

25年１月期 4,722 4,586 97.1 929.20
24年１月期 4,670 4,499 96.3 911.50

(参考) 自己資本 25年１月期 4,586百万円 24年１月期 4,499百万円

２．平成26年１月期の個別業績予想（平成25年２月１日～平成26年１月31日）

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ―
通 期 ― ― ― ― ― ― ―

※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続は終了してお

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
・業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は今後様々な要因によって予想数

値と異なる結果となる場合があります。 

上記業績予想に関する事項は、３ページ「経営成績」の「次期の見通し」をご覧ください。 

・当社は、平成25年３月18日(月)に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料については、開催

後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。



  

１．経営成績 …………………………………………………………………………………  2   

（１）経営成績に関する分析 ………………………………………………………………  2  

（２）財政状態に関する分析 ………………………………………………………………  4 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ………………………………  5  

（４）事業等のリスク ………………………………………………………………………  5  

２．企業集団の状況 ………………………………………………………………………… 10 

３．経営方針 ………………………………………………………………………………… 11 

（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………… 11 

（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………… 11 

（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 ………………………………… 11 

４．連結財務諸表 …………………………………………………………………………… 13 

（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………… 13 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………… 15 

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………… 17 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………… 18 

（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 19 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………… 19 

（７）追加情報 ……………………………………………………………………………… 21 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………  21 

（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………  21 

（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………  22 

（連結包括利益計算書関係） ………………………………………………………  23 

（連結株主資本等変動計算書関係） ………………………………………………  24 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） …………………………………………  25 

（リース取引関係） …………………………………………………………………  25 

（金融商品関係） ……………………………………………………………………  26 

（有価証券関係） ……………………………………………………………………  28 

（デリバティブ取引関係） …………………………………………………………  28 

（退職給付関係） ……………………………………………………………………  29 

（ストック・オプション等関係） …………………………………………………  29 

（税効果会計関係） …………………………………………………………………  30 

（企業結合等関係） …………………………………………………………………  31 

（資産除去債務関係） ………………………………………………………………  31 

（賃貸等不動産関係） ………………………………………………………………  31 

（セグメント情報等） ………………………………………………………………  32 

（関連当事者情報） …………………………………………………………………  36 

（１株当たり情報） …………………………………………………………………  38 

（重要な後発事象） …………………………………………………………………  38 

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………  39 

（１）貸借対照表 ……………………………………………………………………………  39 

（２）損益計算書 ……………………………………………………………………………  41 

（３）株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………  42 

（４）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………  43 

６．その他 ……………………………………………………………………………………  44 

   役員の異動 ……………………………………………………………………………  44 

  

○添付資料の目次

ＪＰＮホールディングス㈱　（8718）　平成25年１月期　決算短信

－1－



当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要などを背景に、緩やかな回復基

調の兆し、平成24年12月の政権交代を契機とした円安の進行やそれに伴う株価上昇等もあり、今後の景

気回復への期待は高まったものの、足元の企業を取り巻く環境は依然厳しい状況にありました。 

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、キャ

ッシング債権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、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

おります。しかしながら、取引先の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、当連結会計年度における業績は、売上高についてはサービサー事業において取引先の

債権健全化にともなった業務代行事業及びリサーチ事業の受託件数が減少した事により、7,099百万円

（前年同期比0.6%減）の減収となりました。 

また、営業利益についてもアウトソーシング事業が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、サービサー事業の売上高の減少、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、営業利益は124百万円（前年同期比21.4%減）、経常利益は143

百万円（前年同期比22.2%減）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

崩し等により当期純利益は５百万円（前年同期比91.6%減）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、当連結会計年度においては、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11先との契約、リサーチ事業についても同様に11先との

契約を締結いたしました。一方、12月より新たに大手自動車メーカー系ファイナンス会社２社と契約を

締結し、オートローン債権の業務代行事業をスタートし新規売上高の拡大を図りましたが、主要取引先

であるノンバンク各社の債権管理強化による債権健全化が進展したことにともない、既存取引先からの

受託件数は大幅に減少いたしました。 

これらの結果、当連結会計年度のサービサー事業全体での売上高は2,936百万円（前年同期比1.6％

減）と減収になりました。また、利益面では債権買取事業の出口戦略として買取債権の売却を実施し、

それにともなう利益額の増加が発生しましたが、業務改善に向けたコストの増加等により、営業利益は

115百万円（前年同期比10.0%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、依然として採用抑制など

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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経費削減の動きが続き、人材ビジネス業界に求められるニーズも変化するとともに業界の再編も続いて

おり、人材ビジネス業界の先行きの不確実性は増しつつあります。 

このような事業環境のもと、人材派遣事業については、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。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、当連結会計年度のアウトソーシング事業の売上高は、3,505百万円（前年同期比0.1％

減）、営業利益は、業務効率化と徹底したコスト管理により、88百万円（前年同期は営業収益11百万

円）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が減少したものの、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が継続しています。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。 

これらの結果、当連結会計年度の保育事業の売上高は657百万円（前年同期比1.0%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ともない、営業損失133百万

円（前年同期は営業損失36百万円）となりました。 

  

次期の見通し 

次期における当社グループを取り巻く経営環境は、経済活動や景気動向の先行き不透明感が払拭でき

ないことに加え、当社グループの主力取引先でありますノンバンク業界においても、貸金業法及び割賦

販売法の改定による事業収益構造の変化を加速化させており、その影響は引き続き当社グループへも大

きく波及しております。 

このような経営環境の中、当社グループは次の重点事項に取り組み、継続的な成長を実現してまいり

ます。 

  

・ サービサー事業の収益構造の見直しを図り債権買取事業、オートローン債権受託事業を強化する

ことで、リテール債権のサービサー市場でのNO1企業を目指す。 

・ 保育事業の早期採算化に向け事業構造の転換を実施する。 

・ 自治体向けアウトソーシング事業の収益力強化を実施する。 

・ 実効力のあるコスト削減に取り組み、徹底したローコスト経営を実現する。 

・ 業務品質の向上を目指し、法令遵守態勢及び内部管理体制の強化を実施する。 

  

以上を踏まえ、来期の連結業績予想は、売上高7,150百万円、営業利益100百万円、経常利益110百万

円、当期純利益50百万円を見込んでおります。 

なお、不透明な経済環境の中、当社を取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わず、四半期決算の迅速な開示に努めます。 
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・連結貸借対照表の状況 

①資産 

当連結会計年度末の資産合計は5,537百万円となり、流動資産は4,477百万円、固定資産は1,060百万

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」3,495百万円、「売掛金」692百万円、「買

取債権」291百万円であります。 

固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産416百万円、無形固定資産503百万円、投資その

他の資産139百万円であります。 

②負債 

当連結会計年度末の負債合計は906百万円となり、流動負債は803百万円、固定負債は102百万円であ

ります。 

流動負債の主な内容といたしましては、「未払金」319百万円、「未払費用」117百万円、「預り金」

115百万円であります。 

固定負債の主な内容といたしましては、「長期前受金」33百万円、「資産除去債務」30百万円、「負

ののれん」16百万円であります。 

③純資産 

当連結会計年度末の純資産は4,630百万円となりました。 

  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、3,427百万円と前年同期

と比べ424百万円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれら

の要因は、次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 

営業活動による資金は、714百万円(前年同期比41.2％減)の減少となりました。 

これは、主に資金の増加として税金等調整前当期純利益108百万円、減価償却費504百万円、売上債権

の減少額17百万円、買取債権の減少額148百万円を計上した一方、資金の減少として貸倒引当金の減少

額54百万円、賞与引当金の減少額11百万円などが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 

投資活動による資金は、263百万円(前年同期比52.8％減)の支出となりました。 

これは、主に資金の減少として有形固定資産の取得による支出176百万円、無形固定資産の取得によ

る支出101百万円、差入保証金の差入による支出６百万円を計上した一方、有形固定資産の売却による

収入６百万円、無形固定資産の売却による収入10百万円などがあったことによるものであります。 

（２）財政状態に関する分析

 ・連結キャッシュ・フローの状況
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③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動による資金は、26百万円(前年同期比2.2％減)の支出となりました。 

これは、主に配当金の支払額24百万円があったことによるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
・自己資本比率：自己資本／総資産    

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

(注1)各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注2)株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式総数により計算しております。 

(注3)当社は有利子負債がないため、「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び 

    「インタレスト・カバレッジ・レシオ」は記載しておりません。 
  

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保するとともに、安定的な配

当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としており、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課

題の一つとして認識しております。 

当期の配当につきましては、上記方針に基づき、今後の事業展開及び財務状況並びに株主の皆様への

分配を総合的に勘案し、期末配当として１株につき５円の普通配当を予定しております。 

また、次期の配当に関しましては、当期配当予定と同額の１株につき５円の普通配当を、期末配当と

して予定しております。 

  

以下において、当社グループの事業等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えら

れる事項について記載しております。 

 また、投資者に対する積極的情報開示の観点から、事業上のリスクに必ずしも該当しないと考えられ

る事項であっても、投資者が投資判断をする上で、あるいは事業活動を理解する上で重要であると考え

られる事項を含めた記載をしております。 

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を十分に認識したうえで、発生の回避もしくは発生し

た場合においても、影響を 小限度にとどめるべく 大限の努力を行なう所存であります。 

 以下の事項のうち将来に関わる事項につきましては、本決算発表日現在において当社グループが判断

したものであります。 

  

①事業環境の変化が及ぼすリスクについて 

１）サービサー事業の環境変化 

 サービサー法の施行以降、不良債権の流動化市場は拡大をしてまいりましたが、平成24年４月30日

付法務省プレスリリース「債権回収会社（サービサー）の業務状況について(概要)」によると、平成

23年１月１日から同年12月31日迄の債権管理回収会社が取扱った債権の数及び取扱債権額は、それぞ

れ1,204万件（前年同期比11.5%減）、20.2兆円（同30.6%減）と近年は金融機関による債権処理は鈍

化しております。今後も金融市場の混乱、景気後退などの影響による金融機関等の体力低下から不良

債権流動化市場が停滞・収縮する可能性があります。不良債権の流動化市場の停滞・収縮は、債権管

理回収業務をコアビジネスとする当社グループの収益の減少につながり、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

平成24年１月期 平成25年１月期

自己資本比率(％) 81.7 83.6

時価ベースの自己資本比率(％) 24.5 34.4

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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２）アウトソーシング事業の環境変化 

当社グループのアウトソーシング事業は売上高が取引先企業における営業費用に該当することが多

く、規制の変更、景気の変動等の取引先企業の業界を取り巻く環境変化によりアウトソーシング費用

が削減される懸念もあり、経済状況等により急激な業務量の減少及び経済条件の改定が行われた場合

には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

３）人材ビジネス事業の環境変化 

当社グループの属する人材ビジネス事業は、景気変動に伴う雇用情勢の変化等に影響を受けます

が、近年の低水準で推移する雇用情勢は人材需要の減少をもたらし、人材ビジネス業界は厳しい環境

で推移しております。今後、様々な要因により雇用情勢ないしは市場環境が悪化した場合、また既存

取引先企業の業務縮小・経費削減による人材需要の大幅な減少等が発生した場合、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

４）保育事業の環境変化 

当社グループの属する保育事業は、０歳から５歳児を主な対象としております。国内における少子

化が急速に進行し、市場が著しく縮小した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

②法的規制について 

１）サービサー法（債権管理回収業に関する特別措置法）に係わる法的規制 

イ 債権管理回収業の許可について 

債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができません。当社グ

ループは平成12年６月６日に許可を取得しております。（法務大臣許可番号 第34号）  

 今後、当社グループが債権管理回収業に関し、著しく不当な行為をした場合等には、サービサー

法第24条に基づき許可取消処分を受け、債権管理回収業を営むことができなくなるため、当社グル

ープの業績に影響が及ぶ可能性があります。 

ロ 債権管理回収業に係わる行為規制 

サービサー法は、サービサーが債権管理回収業務を行なうにあたって遵守すべき事項を定めてお

ります。債権管理回収業務においてサービサー法の遵守に関し、組織的なコンプライアンス態勢を

整備しておりますが、今後役員又は従業員が業務遂行の過程において、サービサー法に違反する行

為を行なった場合には、監督官庁による業務停止又は許可取消処分を受ける可能性があります。今

後何らかの事情により業務停止等を命じられた場合には、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性

があります。 

ハ 債権管理回収業に係わる業務範囲 

債権管理回収業は、サービサー法の適用を受けており、債権管理回収業務及びその付随業務以外

の業務を営むことができません。当社グループがサービサー事業としてそれ以外の業務を営むため

には、法務大臣から兼業業務についての承認を受ける必要があります。今後、事業範囲の拡大を意

図し兼業申請をしても法務大臣の承認が受けられない場合、もしくは法令等の将来における改正又

は解釈の変更や厳格化により既存の兼業業務の継続が不可能となった場合、当社グループの業績に

影響が及ぶ可能性があります。 
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２）弁護士法に係わる法的規制 

上記のとおり、当社グループは債権管理回収業として行うことのできない特定金銭債権以外の債権

に関する取扱いについては、集金等代行業務としてこれを行なっております。当該業務については、

特定金銭債権の取扱いと異なり、債権管理回収に当たる行為を行う事はできません。当社グループが

集金等代行業務として行なっている業務は、架電及び文書発送であり、かかる行為を行なうに当たっ

ても、それが債権管理回収に当たるような行為とならないように注意を払っております。 

しかし、万が一、当社グループの役員又は従業員が、集金等代行業務において債権管理回収に当た

るような行為を行なった場合、弁護士法に違反するものとされる可能性があります。その場合、弁護

士法の罰則の適用を受ける可能性があります。 

３）労働者派遣法に係わる法的規制 

イ 事業の許可について 

当社グループが行っている人材派遣事業は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の就業条件の整備等に関する法律」（以下「労働者派遣法」という）に基づき、厚生労働大臣の

許可を取得して行っている事業であります。 

「労働者派遣法」では、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、人材派遣事業を行う者

（法人である場合には、その役員を含む）が派遣元事業主としての欠格事由及び当該許可の取消事

由に該当した場合には、事業の許可を取り消し、又は、期間を定めて当該事業の全部もしくは一部

の停止を命じることができる旨を定めております。 

今後何らかの理由により役員又は従業員が上記に抵触した場合、許可が取り消され、又は、業務

の全部もしくは一部の停止が命ぜられることにより、事業活動に支障を来たすとともに、当社グル

ープの業績に影響を与える可能性があります。 

ロ 派遣期間制限について 

人材派遣事業は、労働者派遣法の規定により、派遣先は平成11年12月に解禁となった業務及び物

の製造業務については原則１年（ 高３年までの期間で、派遣先が従業員の過半数を代表する者の

意見を聴取し受け入れ期間を延長した場合は、その期間）を超える期間、派遣就業の場所ごとにお

ける同一の業務について、派遣会社から継続して労働者派遣を受け入れてはならないことになって

おり、派遣会社側もそのような派遣を行わないように定められております。  

 派遣会社は派遣期間の制限に違反することとなる日の前日までに派遣先と派遣スタッフに派遣停

止を通知し、派遣先が派遣期間の制限日を超えて当該派遣スタッフを引き続き使用する場合は、派

遣先による雇用契約の申込が義務づけられております。 

また、政令26業務については派遣期間に制限はありませんが、３年を超えて同一の派遣スタッフ

を受け入れている派遣先が、当該業務で労働者を雇い入れようとするときは、当該３年を超えて受

け入れている派遣スタッフを優先雇用すべく、派遣先による雇用契約の申込が義務づけられており

ます。  

 こうした派遣期間制限により、派遣先の派遣スタッフへの雇用契約の申込が増加し、派遣スタッ

フが派遣先との直接雇用契約へと移行する場合、派遣スタッフの減少につながり、当社グループの

業績が影響を受ける可能性があります。 

４）児童福祉法に係わる法的規制 

 保育事業は、児童福祉法の規制のもとにあります。今後、この法律に関わる法的規制の制定・改廃

等が行われた場合、当社グループの事業活動が制約を受ける可能性があります。 
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 なお、現時点において、当社グループの運営する保育所に許認可取り消し事由や営業停止事由は発

生しておりませんが、今後、何らかの事由によりこれらの許認可が取り消された場合や営業停止とな

った場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

５）その他の法的規制 

サービサー法や弁護士法・労働者派遣法・児童福祉法以外でも、当社グループは事業の性格から関

連法規として割賦販売法、貸金業法、利息制限法、出資法、個人情報保護法等の規制を受けており、

これらの関連諸法令等を遵守して業務を遂行しております。  

 今後、これらの関連諸法令等が改正されることにより新たな規制等が設けられた場合には、当社グ

ループの業務運営上の業務負担等が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③業務運営上のリスクについて 

１）個人情報の漏洩 

当社グループは、業務代行事業を主に、全ての事業において個人情報を大量に取扱っており、個人

情報保護法で定義する個人情報取扱事業者に該当します。従って、個人情報の保護という点において

は、従前より経営の重要課題として認識しており、個人情報管理規程を策定し安全管理を徹底するな

ど、その保護には も力を入れております。  

 具体的には、監督官庁等のガイドラインに沿った安全管理策を講じ、顧客情報データベースへのア

クセス制限やログ管理、サーバー室への入室制限等、システムに対するセキュリティ対策も強化して

おります。 

これらの施策等の実施にもかかわらず、外部のシステムネットワークからの不正侵入や、当社グル

ープの役員や従業員、又は当社委託先の故意又は過失、錯誤等による個人情報の外部への流出等の不

測の事態が生じた場合は、当社グループの管理責任が問われるだけでなく、民事上の損害賠償責任等

が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

 また、これらにより個人情報保護法違反となった場合は、監督官庁から是正措置の勧告を受けると

ともに当社グループの信用が低下する可能性があります。 

２）コンピューターシステム関連トラブル 

当社グループは大量の小口無担保債権を受託しているため、その管理回収業務の大半はシステム化

されております。  

 このため、システムについては、必要なセキュリティ対策を実施しておりますが、当社グループシ

ステムのハード面、あるいはソフト面での予期せぬ欠陥等によるシステムエラー又は自然災害や犯

罪・テロ等の不測の事態による事故が生じた場合は、通信ネットワークの切断、サーバー拠点の破壊

等により、その復旧に長時間を要すこととなり、当社グループの業務に支障をきたすこととなりま

す。  

 これにより、取引先企業からの信頼性を損なうこととなり、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

３）保育所運営における事故発生のリスクについて 

当社グループは、保育所の運営に際し、細心の注意を払い、万全の体制で臨んではおりますが、事

故の可能性を完全に排除することはできないと考えております。万一重大な事故が発生した場合やそ

の他何らかのトラブルが発生した場合には、当局から営業停止等の処分を科せられる等により、当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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４）食の安全性に関するリスクについて 

保育所の運営に際し食品衛生法に基づき、食品管理ならびに衛生管理は細心の注意を払い食中毒等

の事故防止の努力をしておりますが、何らかの原因により食の安全性に関する重大な問題が発生した

場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

④組織運営及び人事に係わるリスクについて 

１）大規模コールセンターの組織運営に係わるリスク 

当社グループは、主力事業である業務代行事業を多くのオペレーターにより実施しております。当

社グループの業務はシステム化、マニュアル化により平準化されており、教育体制も整備しているた

め、即戦力化へのステップは整備されております。  

 但し、今後の労働需要がより一層逼迫した場合は、良質なオペレーターの確保が困難となり、又人

件費の高騰が予想されます。このような場合には大量のオペレーターを雇用している当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

２）派遣スタッフの確保について 

当社グループが属する人材ビジネス事業においては、スタッフの確保が非常に重要であり、インタ

ーネット、雑誌、折込広告等による採用を行っております。また、教育・研修の充実等によりスタッ

フの満足を高め安定確保に努めておりますが、取引先企業の需要に対して充分なスタッフの確保が行

えなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

３）保育士の確保について 

当社グループが属する保育事業においては、保育士の資格保有者の確保が欠かせません。求人活動

の強化と共に、資格取得に向けた社内研修及び通信教育費の補助等、資格未保有社員への支援を図っ

ております。しかし、事業規模の拡大に人材の確保が追いつかない場合、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

⑤事業投資について 

当社グループは、本業の強化補強を図る有効な手段として、新規事業分野での企業買収等に取り組ん

でいきたいと考えております。買収に当たっては、専門特化した分野で強みを持つ企業及び周辺事業分

野での有力企業を対象とすることで、当社グループの事業領域の補完、連結収益力の向上を図ってまい

りたいと考えております。     

但し、こうした企業買収が様々な要因によりビジネス的にシナジーを発揮できない可能性、事業環

境、収益構造の変化により必ずしも当社グループの見込みどおりに短期間で連結収益に貢献するとは限

らず、貢献に時間を要する場合は当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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当社の企業集団は、当社グループ（当社及び連結子会社３社）及び親会社により構成されております。

当社グループは、サービサー事業、アウトソーシング事業、保育事業を主な事業の内容として、各社が事

業活動を展開しております。 

事業の概要図は次のとおりであります。 

＜事業の概要図＞（平成25年１月31日現在）  

  

 

２．企業集団の状況
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当社グループは「高いコミュニケーション能力によって、お客様の課題を解決する品質Ｎｏ．１の企

業集団」を目指すことを経営ビジョンに掲げ、その実現を通じて企業価値向上を図ることを経営基本方

針としております。 

トップクラスの品質のサービスを提供し取引先企業と顧客の課題解決を図ることで、当社グループ及

び取引先企業の相互利益を極大化するとともに、全てのステークホルダーの方々から信頼され、必要と

される企業を目指してまいります。 

  

当社グループは株主資本を有効活用し、企業価値の 大化を図るという視点から、株主資本当期純利

益率(ＲＯＥ)及び売上高経常利益率の二つを重要指標と位置付けており、当該指標の維持向上を図って

まいります。 

  

貸金業法改正など各種法規制の影響により当社グループの主力取引先でありますノンバンク業界は、

事業収益構造の見直しや事業の効率化を迫られており、その影響は当社グループへも大きく波及してお

ります。 

 また、急激な経済環境の変化等による影響から不良債権流動化市場は停滞・縮小傾向の継続、人材ビ

ジネスを含むアウトソーシングビジネスにおいても企業ニーズが急激かつ様々に変化しており、当社グ

ループを取り巻く事業環境は大きな転換期を迎えております。 

変化する事業環境・企業ニーズを的確に捉え付加価値の高いサービスを創造、提供していき、環境に

左右されない堅実な利益成長と健全な財務体質を維持し、グループ全体の持続的成長を目指してまいり

ます。 

当連結会計年度を終えた時点で、当社グループにおける対処すべき課題は次の通りです。 

①サービサー事業の収益構造変化への対応 

受託取引先の債権健全化にともない受託件数が減少する環境下、適切なリソースの再構築・再配分

を実施しセンターの利益構造の見直しを図る一方、債権買取事業を今後のサービサー事業の主軸と

し、組織体制を強化しリテール債権の簿価残高の積み上げを図ってまいります。それとともにオート

ローン債権の受託事業を全国展開し事業領域を拡大することで、リテール債権のサービサー市場での

NO1企業を目指してまいります。 

②保育事業の採算性確保に向けての事業戦略の推進 

保育事業のマーケットは依然として保育サービスの供給が需要に追いつかない状況にあります。さ

らに、国として保育事業の拡大を進めていることから、今後も保育に関する市場規模は拡大していく

ことが予想されます。このような環境のなか当社グループは、「安心」・「安全」・「清潔」な保育

園の運営を行い、保育そのものの「質」の向上により集客率を強化してまいります。また、学童施設

のサービスを充実し児童数の拡大を図るともに、教室展開事業会社との連携・提携による施設運営の

新たな事業の展開を図ってまいります。一方で、不採算園のスクラップを進め、早期に採算性が確保

できる事業へ転換してまいります。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
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③自治体に向けたアウトソーシング事業の戦略強化 

当連結会計年度は納付案内業務に続く自治体に向けたアウトソーシング事業の柱を構築すべく、市

民課窓口業務・住宅管理とのジョイント業務等の新たな領域への実績作りとノウハウの蓄積を実施し

ました。今後も事業領域の拡大を目指し提案営業の強化を図ってまいります。同時に収益管理や案件

の付加価値向上に努め、自治体に向けたアウトソーシング事業の収益力の強化を目指してまいりま

す。 

④ローコスト経営の実現 

当社グループを取り巻く市場が依然として低迷を続ける中、収益を確保するには全部門による実効

力のあるコスト削減の取り組みが必要不可欠となります。これまで以上に事業採算性の改善と業務効

率の向上を図ってまいります。また、各事業の人員配置、業務フローの見直しや間接部門のシェアー

ド化を進め、グループ全体の業務効率化をさらに推進するとともに、労務費を中心に経費全般につい

ても引き続き見直しを図り、徹底したローコスト経営を実践してまいります。 

⑤法令遵守態勢及び内部管理体制の強化 

当社グループの業務に直接関連する法令をはじめ、あらゆる法令やルールの遵守・運用・個人情報

の適正な管理等、法令遵守態勢及び内部管理体制の強化と充実は当社グループの経営の重要課題であ

ります。引き続き「内部統制の強化」「法令遵守の意識向上」を実行し、現在の態勢を維持向上さ

せ、業務品質の向上を目指してまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  3,087 ※1  3,495

売掛金 709 692

買取債権 439 291

前払費用 50 55

繰延税金資産 51 －

未収入金 169 75

その他 15 10

貸倒引当金 △197 △143

流動資産合計 4,326 4,477

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※3  179 ※3  201

車両運搬具（純額） － 1

工具、器具及び備品（純額） 292 213

その他 17 －

有形固定資産合計 ※2  488 ※2  416

無形固定資産   

ソフトウエア 713 458

のれん － 24

電話加入権 14 14

その他 7 7

無形固定資産合計 734 503

投資その他の資産   

投資有価証券 5 5

差入保証金 122 122

繰延税金資産 3 －

その他 13 12

貸倒引当金 △0 △1

投資その他の資産合計 142 139

固定資産合計 1,366 1,060

資産合計 5,692 5,537
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 346 319

未払費用 129 117

未払法人税等 51 28

前受金 102 96

預り金 ※1  116 ※1  115

賞与引当金 102 90

その他 50 36

流動負債合計 899 803

固定負債   

長期前受金 69 33

資産除去債務 25 30

負ののれん 25 16

繰延税金負債 3 4

その他 20 17

固定負債合計 143 102

負債合計 1,043 906

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 3,120

株主資本合計 4,649 4,630

純資産合計 4,649 4,630

負債純資産合計 5,692 5,537
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 7,141 7,099

売上原価 6,042 6,080

売上総利益 1,098 1,018

販売費及び一般管理費 ※1  941 ※1  894

営業利益 157 124

営業外収益   

受取利息 1 1

負ののれん償却額 8 8

補助金収入 － 8

貸倒引当金戻入額 － 1

助成金収入 1 3

業務受託料 4 －

その他 11 5

営業外収益合計 27 28

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 184 143

特別利益   

貸倒引当金戻入額 29 －

補助金収入 8 －

固定資産売却益 － 8

特別利益合計 38 8

特別損失   

固定資産除却損 ※2  21 ※2  17

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 －

退職給付制度改定損 6 －

減損損失 ※3  7 ※3  26

特別損失合計 86 43

税金等調整前当期純利益 136 108

法人税、住民税及び事業税 54 47

法人税等調整額 14 55

法人税等合計 68 102

少数株主損益調整前当期純利益 67 5

当期純利益 67 5
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 67 5

包括利益 ※1  67 ※1  5

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 67 5

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,000 1,000

当期末残高 1,000 1,000

資本剰余金   

当期首残高 509 509

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 509 509

利益剰余金   

当期首残高 3,096 3,139

当期変動額   

剰余金の配当 △24 △24

当期純利益 67 5

当期変動額合計 43 △19

当期末残高 3,139 3,120

株主資本合計   

当期首残高 4,606 4,649

当期変動額   

剰余金の配当 △24 △24

当期純利益 67 5

当期変動額合計 43 △19

当期末残高 4,649 4,630

純資産合計   

当期首残高 4,606 4,649

当期変動額   

剰余金の配当 △24 △24

当期純利益 67 5

当期変動額合計 43 △19

当期末残高 4,649 4,630
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 136 108

減価償却費 513 504

のれん償却額 8 0

負ののれん償却額 △8 △8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 △54

賞与引当金の増減額（△は減少） △20 △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △96 －

受取利息及び受取配当金 △1 △1

売上債権の増減額（△は増加） 91 17

買取債権の増減額（△は増加） 128 148

未収入金の増減額（△は増加） △71 20

補助金収入 △8 △8

固定資産圧縮損 8 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23 －

その他 △112 △86

小計 558 637

利息及び配当金の受取額 1 1

法人税等の支払額 △16 △66

補助金の受取額 8 8

法人税等の還付額 664 133

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,216 714

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 △366 △176

有形固定資産の売却による収入 － 6

無形固定資産の取得による支出 △192 △101

無形固定資産の売却による収入 － 10

差入保証金の差入による支出 △6 △6

差入保証金の回収による収入 8 3

その他 △0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △558 △263

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △24 △24

その他 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △27 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 630 424

現金及び現金同等物の期首残高 2,372 3,002

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,002 ※1  3,427
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該当事項はありません。 

  

(1)連結子会社の数 ３社 

子会社はすべて連結しております。 

(2)連結子会社の名称 

ジェーピーエヌ債権回収㈱ 

㈱ヒューマンプラス 

㈱キンダーナーサリー 

  

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はないため、該当事項はありません。 

  

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、   

  売却原価は移動平均法または償却原価法により算定） 

 時価のないもの  

  移動平均法による原価法 

  

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

定率法を採用しております。但し、建物(建物附属設備は除く)については、定額法を採用してお

ります。 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間( 長５年)に基づく定額法によ

っております。 

長期前払費用については、定額法によっております。 

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

２．持分法適用に関する事項

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

４．会計処理基準に関する事項

 ①有形固定資産

 ②無形固定資産

 ③投資その他の資産
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(3)重要な引当金の計上基準 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

  

(4)のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間 

のれん及び負ののれんの償却については、20年以内のその効果が及ぶ期間にわたって均等償却して

おります。ただし、金額が僅少な場合は、発生年度に全額償却しております。 

  

(5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。 

  

(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理  

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

  

 ①貸倒引当金

 ②賞与引当金
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（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度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。 

  

連結子会社ジェーピーエヌ債権回収㈱は、債権管理回収業に関する特別措置法第十八条第九項、同

規則第十四条第一号に規定されている分別管理義務を負っております。この規則により、ジェーピー

エヌ債権回収㈱が受託者のために収受した弁済金をジェーピーエヌ債権回収㈱の財産と明確に区分せ

ずに保管することが禁止されております。 

弁済金には、現金のみならず預金または貯金口座に対する振込み入金も含まれ、振込口座をジェー

ピーエヌ債権回収㈱の財産口座と同一口座として区分せずに、保管することも禁止されているため、

ジェーピーエヌ債権回収㈱はジェーピーエヌ債権回収㈱財産管理口座と別に分別管理専用の口座をジ

ェーピーエヌ債権回収㈱名義で設けて「現金及び預金」及び「預り金」を計上して弁済金の管理をし

ております。 

なお、分別管理に係わる残高は次のとおりであります。 

 
  

 
  

 
  

（７）追加情報

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

※１ 債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法）規則による行為規制に係わる資産・負債等

前連結会計年度
(平成24年１月31日)

当連結会計年度 
(平成25年１月31日)

現金及び預金 84百万円 68百万円

預り金 84百万円 68百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度
(平成24年１月31日)

当連結会計年度 
(平成25年１月31日)

1,091百万円 1,265百万円

※３ 国庫補助金等の受入により、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであ

ります。

前連結会計年度
(平成24年１月31日)

当連結会計年度 
(平成25年１月31日)

建物 8百万円 17百万円
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当社グループは、原則として、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分（会社別、事業

別）を単位としてグルーピングを行っております。ただし、保育園等独立して営業損益が把握可能な

場合は、保育園単位としております。 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

前連結会計年度(自  平成23年２月１日 至  平成24年１月31日) 

 
当連結会計年度において、保育事業における営業損益の継続的な悪化が生じていたため、その帳簿

価額を減額し、当期減少額７百万円を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該資産

の回収可能価額は使用価値を使用しておりますが、将来のキャッシュ・フローの見積額がマイナスで

あるため、帳簿価額全額を減損損失としております。 

  

(連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成23年２月１日
至 平成24年１月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年２月１日
至  平成25年１月31日)

役員報酬 112百万円 125百万円

給与 296百万円 290百万円

賞与引当金繰入額 45百万円 39百万円

退職給付費用 22百万円 12百万円

減価償却費 46百万円 13百万円

のれん償却額 8百万円 0百万円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成23年２月１日
至 平成24年１月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年２月１日
至  平成25年１月31日)

建物 6百万円 0百万円

工具、器具及び備品 9百万円 4百万円

その他 5百万円 11百万円

計 21百万円 17百万円

※３ 減損損失

用途 種類 場所 減損損失

事務所 建物 東京都豊島区 1百万円

保育園 車両運搬具 神奈川県横浜市 5百万円

事務所 工具、器具及び備品 東京都豊島区 1百万円

事務所 ソフトウエア 東京都豊島区 0百万円
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当連結会計年度(自  平成24年２月１日  至  平成25年１月31日) 

 
当連結会計年度において、保育事業における営業損益の継続的な悪化が生じていたため、その帳簿

価額を減額し、当期減少額26百万円を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該資産

の回収可能価額は使用価値を使用しておりますが、将来のキャッシュ・フローの見積額がマイナスで

あるため、帳簿価額全額を減損損失としております。  

  

当連結会計年度（自 平成24年２月１日 至 平成25年１月31日）  

該当事項はありません。 

  

用途 種類 場所 減損損失

保育園 建物 千葉県千葉市 13百万円

保育園 建物 神奈川県横浜市 8百万円

保育園 建物 埼玉県所沢市 3百万円

事務所 建物 東京都豊島区 0百万円

保育園 工具、器具及び備品 神奈川県横浜市 0百万円

(連結包括利益計算書関係)
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前連結会計年度（自 平成23年２月１日 至 平成24年１月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

   
２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
    

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  

４．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

   

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

当連結会計年度（自 平成24年２月１日 至 平成25年１月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

   
２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
    

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  

４．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

   

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 次のとおり付議を予定しております。 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,936,400 ― ― 4,936,400

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成23年３月25日 
取締役会

普通株式 24 5 平成23年１月31日 平成23年４月28日

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年３月23日 
取締役会

普通株式 24 利益剰余金 5 平成24年１月31日 平成24年４月27日

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,936,400 ― ― 4,936,400

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成24年３月23日 
取締役会

普通株式 24 5 平成24年１月31日 平成24年４月27日

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年３月26日 
取締役会

普通株式 24 利益剰余金 5 平成25年１月31日 平成25年４月30日
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前連結会計年度（自 平成23年２月１日 至 平成24年１月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成24年２月１日 至 平成25年１月31日） 

 該当事項はありません。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度
(自 平成23年２月１日
至 平成24年１月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年２月１日
至  平成25年１月31日)

現金及び預金 3,087百万円 3,495百万円

分別管理預金 △84百万円 △68百万円

現金及び現金同等物 3,002百万円 3,427百万円

(リース取引関係)
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１．金融商品の状況に関する事項 

    (1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定し、資金を調達して

おります。また、デリバティブ取引は行っておりません。     

  

      (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制 

当社グループが保有する金融資産は、主としてサービサー法に規定されている金融機関等が有

する貸付債権等の金融債権であり、顧客の信用リスクは、主要な取引先の状況を定期的にモニタ

リングし、期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や

軽減を図っております。 

  

      (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。     

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価

等を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注2)を参照く

ださい）。 

前連結会計年度(平成24年１月31日) 

(単位：百万円)

 
  （※1）買取債権に対応する個別貸倒引当金を控除しております。 

  

(金融商品関係)

   連結貸借対照表
   計上額

時価 差額

（1）現金及び預金 3,087 3,087 ―

（2）売掛金    709 709 ―

（3）買取債権 439

   貸倒引当金(※1） △196

 243 243 ―

（4）未収入金 169 169 ―

（5）差入保証金 122 105 △16

資産計 4,332 4,316 △16

（6）未払金 346 346 ―

（7）未払法人税等 51 51 ―

（8）預り金 116 116 ―

負債計 515 515 ―
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当連結会計年度(平成25年１月31日) 

(単位：百万円)

 
  （※1）買取債権に対応する個別貸倒引当金を控除しております。 

  

 (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

  資 産   

   (1)現金及び預金、(2)売掛金、(4)未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。 

  

  (3)買取債権 

買取債権については信用リスクを加味した見積将来キャッシュ・フロー等による回収可能見込額に

基づいて買取価額を決定しております。 

個々の債務者の信用状態が買取後大きく異なっていない場合には、時価は帳簿価額と近似してお

り、当該帳簿価額をもって時価としております。 

また、個々の債務者の信用状態が買取後大きく異なり、見積将来キャッシュ・フローが買取時より

減少している場合には、当該減少分を貸倒見積額として算定しているため、時価は決算日における連

結貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該帳簿価額をもって時価

としております。 

     

   (5)差入保証金      

差入保証金については将来キャッシュ・フローを信用リスクに応じた適切な利率で割り引いた現在

価値により算定しております。 

  

   連結貸借対照表
   計上額

時価 差額

（1）現金及び預金 3,495 3,495 ―

（2）売掛金    692 692 ―

（3）買取債権 291

   貸倒引当金(※1） △143

 148 148 ―

（4）未収入金 75 75 ―

（5）差入保証金 122 110 △12

資産計 4,535 4,522 △12

（6）未払金 319 319 ―

（7）未払法人税等 28 28 ―

（8）預り金 115 115 ―

負債計 462 462 ―
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  負 債   

  (6)未払金、(7)未払法人税等、(8)預り金  

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。 

  

 (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額 

(単位：百万円)

 
上記については、市場価値がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を把

握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

  

   ２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  該当事項はありません。 

   

当社グループは、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

区分 平成24年１月31日 平成25年１月31日

非上場株式 5 5

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)
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(前連結会計年度) 

当社及び一部の連結子会社は、退職金制度として、キャッシュバランスプラン、確定拠出年金制度及

び退職金前払制度（選択制）を採用しておりましたが、平成23年10月１日付で厚生労働省から確定給付

企業年金基金の解散認可を受け、確定拠出年金制度及び退職金前払制度（選択制）へ移行しました。こ

の移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号 平成14年１月31日）を適用しております。 

本移行に伴い、当連結会計年度において退職給付制度改定損として６百万円を特別損失に計上しており

ます。 

  

(当連結会計年度) 

当社及び一部の連結子会社は、退職金制度として、確定拠出年金制度及び退職金前払制度（選択制）

を採用しています。  

  

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。 

  

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項

３ 退職給付費用に関する事項

 当連結会計年度
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日)

確定拠出年金への掛金支払額等(百万円) 24

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(ストック・オプション等関係)
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（繰延税金資産） 

 
  

 
  

 
  

 
  

(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

①繰延税金資産(流動)

前連結会計年度
(平成24年１月31日)

当連結会計年度 
(平成25年１月31日)

貸倒引当金の繰入限度超過額 4百万円 －百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 48百万円 40百万円

前受金の当期加算額 21百万円 17百万円

未払事業税 7百万円 2百万円

未払給与等 7百万円 －百万円

その他 4百万円 4百万円

繰延税金資産(流動)小計 94百万円 64百万円

評価性引当額 △42百万円 △64百万円

繰延税金資産(流動)合計 51百万円 －百万円

②繰延税金資産(固定)

前連結会計年度
(平成24年１月31日)

当連結会計年度 
(平成25年１月31日)

長期未払金 5百万円 5百万円

長期前受金の当期加算額 24百万円 12百万円

貸倒引当金の繰入限度超過額 66百万円 54百万円

繰越欠損金 31百万円 65百万円

資産除去債務 13百万円 16百万円

固定資産減損損失 2百万円 10百万円

その他 11百万円 9百万円

繰延税金資産(固定)小計 155百万円 174百万円

評価性引当額 △152百万円 △174百万円

繰延税金資産(固定)合計 3百万円 －百万円

繰延税金資産合計 54百万円 －百万円

③繰延税金負債(固定)

前連結会計年度
(平成24年１月31日)

当連結会計年度 
(平成25年１月31日)

資産除去債務 3百万円 4百万円

繰延税金負債(固定)の純額 3百万円 4百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

前連結会計年度
(平成24年１月31日)

当連結会計年度 
(平成25年１月31日)

法定実効税率 40.7％ 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％ 0.8％

住民税均等割等 9.6％ 12.3％

連結修正仕訳による増減 8.7％ 4.5％

評価性引当額 △7.4％ 35.9％

法人税等還付 △1.0％ －％

その他 △1.0％ 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.3％ 94.8％
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(前連結会計年度) 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税等の一部改正する法律」（平成23

年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以降に

開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の40.70％か

ら、平成25年２月１日から平成28年１月31日までの間に開始する連結会計年度は38.01％に、平成28年

２月１日以降に開始する連結会計年度は35.64％に変更されます。 

なお、この税率の変更による影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

資産除去債務については重要性が乏しいため、記載を省略しています。 

  

該当事項はありません。 

  

３ 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)
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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、主に市場及び顧客提供サービス別を基礎として、それぞれの顧客と直結した事業活

動を展開しております。従いまして、当社グループの報告セグメントは、市場及び顧客提供サービス別

に、「サービサー事業」、「アウトソーシング事業」、「保育事業」から構成されております。  

  

サービサー事業    ：①業務代行事業、②債権買取事業、③リサーチ事業 

アウトソーシング事業 ：①テレマーケティング事業、②人材派遣事業 

保育事業       ：①保育園の経営、②幼児向けカルチャーセンターの経営 

  

２.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法  

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一の処理によっております。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値

であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  

前連結会計年度(自  平成23年２月１日  至  平成24年１月31日) 

 
（注) 1．調整額は、以下のとおりであります。 

    (1)セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額54百万円は、各セグメントに配分して 

     いない全社費用等であります。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)セグメント資産の調整額の主なものは、当社グループでの余資運用資金(現金及び預金) 

     及び管理部門に係る資産等であります。 

      2．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行ってお 

     ります。 

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

  各報告セグメントの内容は以下のとおりです。

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 合計
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 2,982 3,507 650 7,141 ― 7,141

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 48 ― 48 △48 ―

計 2,982 3,555 650 7,189 △48 7,141

セグメント利益又は 
セグメント損失(△)

128 11 △36 103 54 157

セグメント資産 1,530 729 106 2,366 3,326 5,692

その他の項目

  減価償却費 335 141 7 484 29 513

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

258 59 25 343 7 351
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当連結会計年度(自  平成24年２月１日  至  平成25年１月31日) 

 
（注) 1．調整額は、以下のとおりであります。 

    (1)セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額52百万円は、各セグメントに配分して 

     いない全社費用等であります。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)セグメント資産の調整額の主なものは、当社グループでの余資運用資金(現金及び預金) 

     及び管理部門に係る資産等であります。 

      2．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行ってお 

     ります。 

  

前連結会計年度(自 平成23年２月１日 至 平成24年１月31日) 

１.製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２.地域ごとの情報 

(1)売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2)有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、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 合計
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 2,936 3,505 657 7,099 ― 7,099

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 81 ― 81 △81 ―

計 2,936 3,587 657 7,181 △81 7,099

セグメント利益又は 
セグメント損失(△)

115 88 △133 71 52 124

セグメント資産 1,123 645 131 1,900 3,637 5,537

その他の項目

  減価償却費 351 121 8 481 23 504

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

129 36 79 244 1 246

【関連情報】
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３.主要な顧客ごとの情報 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年２月１日  至  平成25年１月31日) 

１.製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２.地域ごとの情報 

(1)売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2)有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

前連結会計年度(自 平成23年２月１日 至 平成24年１月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年２月１日  至  平成25年１月31日) 

 
  

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱クレディセゾン 1,562
サービサー事業 

アウトソーシング事業

㈱キュービタス 949 アウトソーシング事業

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱クレディセゾン 1,629
サービサー事業 

アウトソーシング事業

㈱キュービタス 828 アウトソーシング事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
サービサー 

事業
アウトソーシ
ング事業

保育事業 計

減損損失 ― ― 7 7 ― ― 7

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
サービサー 

事業
アウトソーシ
ング事業

保育事業 計

減損損失 ― ― 26 26 ― ― 26
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前連結会計年度(自 平成23年２月１日 至 平成24年１月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年２月１日  至  平成25年１月31日) 

 
  

該当事項はありません。 

  

【報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
サービサー 

事業
アウトソーシ
ング事業

保育事業 計

(のれん)

当期償却額 ― ― 8 8 ―  ― 8

当期末残高 ― ― ― ― ― ― ―

(負ののれん)

当期償却額 ― 8 ― 8 ― ― 8

当期末残高 ― 25 ― 25 ― ― 25

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
サービサー 

事業
アウトソーシ
ング事業

保育事業 計

(のれん)

当期償却額 0 ― ― 0 ― ― 0

当期末残高 24 ― ― 24 ― ― 24

(負ののれん)

当期償却額 ― 8 ― 8 ― ― 8

当期末残高 ― 16 ― 16 ― ― 16

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
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１.関連当事者との取引 

(1)連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等 

該当事項はありません。 

  

(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

  ①連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 

前連結会計年度(自 平成23年２月１日 至 平成24年１月31日) 

   

当連結会計年度(自 平成24年２月１日  至  平成25年１月31日) 

 
 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１ 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

２ 上記取引については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

②連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

前連結会計年度(自 平成23年２月１日 至 平成24年１月31日) 

   

(関連当事者情報)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
 ㈱クレディ 

 セゾン

 東京都 

 豊島区
75,929

 信販及び 

 金融業

(被所有) 

 直接 

  71.40

業務代行、

役員の兼任

債権回収代

行、現地調

査及び人材

の派遣

1,562

売掛金 178

預り金 28

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
 ㈱クレディ 

 セゾン

 東京都 

 豊島区
75,929

 信販及び 

 金融業

(被所有) 

 直接 

  71.40

業務代行、

役員の兼任

債権回収代

行、現地調

査及び人材

の派遣

1,629

売掛金 178

預り金 24

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

連結財

務諸表

提出会

社と同

一の親

会社を

持つ会

社等

㈱キュービタ

ス

東京都 

新宿区
100

クレジット

サービス業
  ─ 人材派遣 人材の派遣 949

売掛金 68

未収入金 1
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当連結会計年度(自 平成24年２月１日  至  平成25年１月31日) 

 
 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１ 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

      ２ 上記取引については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1)親会社情報 

㈱クレディセゾン（東京証券取引所に上場） 

  

(2)重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

連結財

務諸表

提出会

社と同

一の親

会社を

持つ会

社等

㈱キュービタ

ス

東京都 

新宿区
100

クレジット

サービス業
  ─ 人材派遣 人材の派遣 828

売掛金 69

未収入金 1
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(注) １. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

     
  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年２月１日
至 平成24年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年２月１日
至 平成25年１月31日)

１株当たり純資産額 941円93銭 938円08銭

１株当たり当期純利益金額 13円72銭 1円15銭

前連結会計年度末
(平成24年１月31日)

当連結会計年度末
(平成25年１月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 4,649 4,630

普通株式に係る純資産額(百万円) 4,649 4,630

普通株式の発行済株式数(千株) 4,936 4,936

普通株式の自己株式数(千株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

4,936 4,936

前連結会計年度
(自 平成23年２月１日
至 平成24年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年２月１日
至 平成25年１月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 67 5

普通株式に係る当期純利益(百万円) 67 5

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,936 4,936

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年１月31日) 

当事業年度 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,191 1,687

前払費用 23 18

関係会社短期貸付金 120 155

未収入金 277 192

その他 4 1

貸倒引当金 － △95

流動資産合計 1,616 1,960

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 154 176

車両運搬具（純額） － 1

工具、器具及び備品（純額） 252 190

有形固定資産合計 406 368

無形固定資産   

ソフトウエア 768 513

のれん － 24

電話加入権 14 14

その他 7 7

無形固定資産合計 790 559

投資その他の資産   

関係会社株式 1,749 1,723

差入保証金 97 100

その他 10 10

投資その他の資産合計 1,857 1,834

固定資産合計 3,054 2,762

資産合計 4,670 4,722
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年１月31日) 

当事業年度 
(平成25年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 89 67

未払費用 9 10

未払法人税等 9 1

預り金 1 1

賞与引当金 14 12

その他 22 18

流動負債合計 147 110

固定負債   

資産除去債務 21 22

その他 2 2

固定負債合計 23 25

負債合計 170 136

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金   

資本準備金 500 500

その他資本剰余金 2,830 2,830

資本剰余金合計 3,330 3,330

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 168 256

利益剰余金合計 168 256

株主資本合計 4,499 4,586

純資産合計 4,499 4,586

負債純資産合計 4,670 4,722
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

営業収益   

業務受託料 1,282 1,296

経営指導料 139 130

配当金の収入 21 176

営業収益合計 1,443 1,602

営業費用 1,359 1,373

営業利益 83 229

営業外収益   

受取利息 2 3

その他 1 1

営業外収益合計 4 4

営業外費用   

支払利息 0 －

営業外費用合計 0 －

経常利益 88 233

特別利益   

固定資産売却益 － 8

特別利益合計 － 8

特別損失   

固定資産除却損 29 15

関係会社株式評価損 28 14

貸倒引当金繰入額 － 95

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23 －

退職給付制度改定損 22 －

減損損失 7 －

センター閉鎖費用 10 －

特別損失合計 122 124

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △34 116

法人税、住民税及び事業税 0 4

法人税等調整額 1 0

法人税等合計 2 4

当期純利益又は当期純損失（△） △37 112
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,000 1,000

当期末残高 1,000 1,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 500 500

当期末残高 500 500

その他資本剰余金   

当期首残高 2,830 2,830

当期末残高 2,830 2,830

資本剰余金合計   

当期首残高 3,330 3,330

当期末残高 3,330 3,330

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 230 168

当期変動額   

剰余金の配当 △24 △24

当期純利益又は当期純損失（△） △37 112

当期変動額合計 △61 87

当期末残高 168 256

利益剰余金合計   

当期首残高 230 168

当期変動額   

剰余金の配当 △24 △24

当期純利益又は当期純損失（△） △37 112

当期変動額合計 △61 87

当期末残高 168 256

株主資本合計   

当期首残高 4,561 4,499

当期変動額   

剰余金の配当 △24 △24

当期純利益又は当期純損失（△） △37 112

当期変動額合計 △61 87

当期末残高 4,499 4,586

純資産合計   

当期首残高 4,561 4,499

当期変動額   

剰余金の配当 △24 △24

当期純利益又は当期純損失（△） △37 112

当期変動額合計 △61 87

当期末残高 4,499 4,586
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該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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代表取締役の異動 

該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

６．その他

  役員の異動
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