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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 5,007 △15.5 609 12.7 499 △12.3 550 62.3
25年3月期第1四半期 5,926 12.8 540 7.2 569 8.2 339 1.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 465百万円 （146.9％） 25年3月期第1四半期 188百万円 （△27.0％）

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

26年3月期第1四半期 36.85 36.12
25年3月期第1四半期 22.92 22.85

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 16,322 11,715 71.5
25年3月期 15,854 11,256 70.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  11,670百万円 25年3月期  11,212百万円

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

25年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 9.00 ― 9.00 18.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  
連結業績予想の修正については、本日（平成25年７月31日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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) 10,300 △16.8 1,000 △16.1 980 △17.3 840 20.7 56.01
通期 22,300 △7.9 2,600 9.2 2,650 22.8 1,980 40.5 131.81



(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
半期連結財務諸表のレビュー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 
１．平成25年５月10日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。 
２．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、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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仮定及び業績
予想のご利用に当たっての注意事項等について及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、【添付資料】５ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
３．決算補足説明資料は平成25年７月31日（水）に当社ホームページに掲載いたします。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 15,045,400 株 25年3月期 15,010,200 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q ― 株 25年3月期 105,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 14,949,009 株 25年3月期1Q 14,811,684 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期（平成25年４月１日～平成25年６月30日）における日本経済は、政府による財政・金融政策により、

円安・株高基調で推移し、企業収益の一部に持ち直しの動きが見られるなど、経済の先行きに対して明るい兆しが見

えはじめております。しかしながら、世界経済の下振れ懸念があるなど、景気は依然として不透明な状況が続いてお

ります。  

このような環境の下、グループ全体としましては、中期事業方針にのっとり、新たなるビジネスモデルと事業イン

フラの開発に向け、山形ＢＰＯガーデンの稼動に向けた体制強化や既存クライアントの深耕と共に新規クライアント

の開拓を展開してまいりました。しかしながら、前期よりＮＫＳＪホールディングス株式会社との合弁会社である株

式会社プライムアシスタンスに一部業務を移行した影響などにより、当第１四半期の連結売上高は5,007百万円（前

年同期比15.5％減）となりました。利益面におきましては、円安進行や原価抑制などへの取り組みが寄与し、営業利

益は609百万円（前年同期比12.7％増）となりました。経常利益につきましては、株式会社プライムアシスタンスの

持分法による投資損失とグループ間の資金取引等の影響により為替差損を計上したため、499百万円（前年同期比

12.3％減）となりました。なお、当第１四半期純利益は、投資有価証券売却益を計上したことなどから、550百万円

（前年同期比62.3％増）と大幅に増加しております。 

  

     
  

 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  前第１四半期 当第１四半期   
参考 

前連結会計年度 

売上高 百万円 5,926 百万円 5,007 （前年同期比15.5％減、919百万円減） 百万円 24,225

営業利益 百万円 540 百万円 609 （前年同期比12.7％増、68百万円増） 百万円 2,380

経常利益 百万円 569 百万円 499 （前年同期比12.3％減、69百万円減） 百万円 2,158

四半期（当期）純利益 百万円 339 百万円 550 （前年同期比62.3％増、211百万円増） 百万円 1,409

１株当たり当期純利益 円 22.92 円 36.85   円 95.09
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●ロードアシスト事業 

 損害保険会社や自動車メーカー向けにロードサービスを提供

しているロードアシスト事業は、損害保険会社向けのサービス

において、認知度の向上及びサービス利用増加など既存受託業

務は順調に拡大しましたが、前期より業務の一部が合弁会社で

ある株式会社プライムアシスタンスに移行した影響により、減

収となりました。 

営業利益につきましては、サービス利用に伴う費用の抑制な

ど原価管理の徹底を行うものの、主に株式会社プライムアシス

タンスの影響により、減益となりました。 

  

  前第１四半期 当第１四半期 

売上高 2,535百万円 1,691百万円 

営業利益 221百万円 183百万円 

（増減） （金額） （率）

売上 －843百万円 －33.3％ 

営業利益 －38百万円 －17.2％ 

●インシュアランス事業 

保険・保証に関する様々な付加価値ソリューションを提供し

ているインシュアランス事業は、延長保証・メンテナンスプロ

グラムにおいて契約内容の変更を行った影響により、減収とな

りました。 

営業利益につきましては、海外関連事業（クレームエージェ

ントサービス、ヘルスケア・プログラム）が好調に推移したこ

とに加え、円安進行が追い風となり、増益となりました。 

  

  

  前第１四半期 当第１四半期 

売上高 1,770百万円 1,309百万円 

営業利益 101百万円 147百万円 

（増減） （金額） （率）

売上 －460百万円 －26.0％ 

営業利益 ＋45百万円 ＋44.8％ 

●CRM事業 

 国内・海外のコンタクトセンターを提供しているCRM事業は、

海外において英国・米国の部門縮小を行いましたが、国内にお

ける既存受託業務の拡大と新規受託業務の獲得により、増収と

なりました。 

 営業利益につきましては、売上高の拡大に加え、間接費用の

抑制を行ったことなどから、増益となりました。 

  

  

  前第１四半期 当第１四半期 

売上高 681百万円 725百万円 

営業利益 65百万円 77百万円 

（増減） （金額） （率）

売上 ＋44百万円 ＋6.5％ 

営業利益 ＋11百万円 ＋17.5％ 

●カード事業 

米国・香港・中国で、主に日本人駐在員向けにクレジットカ

ード事業を展開しているカード事業は、事業が安定的に推移し

たことに加え、円安進行が寄与し、増収となりました。なお、

カード会員数は、前年同期と比較し、全体的に微増となってお

ります。 

営業利益につきましては、原価管理の徹底や円安進行などが

奏功し、増益となっております。 

  

  前第１四半期 当第１四半期 

売上高 363百万円 474百万円 

営業利益 109百万円 144百万円 

（増減） （金額） （率）

売上 ＋110百万円 ＋30.5％ 

営業利益 ＋35百万円 ＋32.6％ 
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●プロパティアシスト事業 

 分譲・賃貸マンション・戸建ての占有部の一次修繕とコイン

パーキングのメンテナンスを提供するプロパティアシスト事業

は、主に不動産向けサービス（ホームアシスト）における既存

受託業務の成長により、増収となりました。 

営業利益につきましては、フィールドワーク専門子会社にお

いて拠点拡充や機能強化のための先行投資が発生したことや山

形ＢＰＯガーデンへの業務移管に伴う費用が発生したことによ

り、減益となりました。 

  

  

  前第１四半期 当第１四半期 

売上高 456百万円 575百万円 

営業利益 33百万円 24百万円 

（増減） （金額） （率）

売上 ＋118百万円 ＋26.0％ 

営業利益 －8百万円 －24.9％ 

●IT事業 

IT事業におきましては、IT関連子会社において、既存受託業

務が堅調に推移し、増収となりました。 

営業利益につきましては、売上高の増加に加え、費用の低減

が奏功し、増益となりました。 

  

  

  前第１四半期 当第１四半期 

売上高 75百万円 94百万円 

営業利益 3百万円 10百万円 

（増減） （金額） （率）

売上 ＋18百万円 ＋24.2％ 

営業利益 ＋6百万円 ＋165.5％ 

●派遣・その他事業 

派遣・その他事業におきましては、株式会社プライムアシス

タンスに対する人材派遣業務が好調に推移し、増収となりまし

た。 

営業利益につきましては、売上高の拡大と間接費用の抑制に

より、増益となりました。  

  

  前第１四半期 当第１四半期 

売上高 43百万円 135百万円 

営業利益 4百万円 20百万円 

（増減） （金額） （率）

売上 ＋92百万円 ＋215.0％ 

営業利益 ＋15百万円 ＋311.1％ 
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（２）財政状態に関する説明 

〔財政状況〕 

 当第１四半期末における総資産は、16,322百万円となり前連結会計年度末と比べ468百万円増加となりました。

流動資産は現金及び預金が688百万円増加、受取手形及び売掛金が213百万円減少、有価証券が199百万円増加し、

流動資産は673百万円増加いたしました。固定資産については、205百万円減少いたしました。 

 負債に関しましては、支払手形及び買掛金が349百万円減少、賞与引当金が76百万円減少、流動負債のその他が

633百万円増加となりました。これらにより負債合計では前連結会計年度末より9百万円増加し、4,606百万円とな

りました。 

 また、純資産については、配当支払いが平成25年６月に発生いたしましたが、四半期純利益が550百万円であっ

たため前連結会計年度末に比べ458百万円増加しております。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 本日（平成25年７月31日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成25年５月10日付「平成25年

３月期決算短信」において公表いたしました平成26年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正いた

しましたのでご参照ください。 

 なお、１株当たり当期純利益につきましては、本資料発表日現在予測可能な株式数の増減を反映させた期中平均株

式数を元に算出しております。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,616,258 6,305,128

受取手形及び売掛金 2,471,032 2,257,265

有価証券 172,461 371,669

商品及び製品 8,910 7,960

原材料及び貯蔵品 4,080 9,857

立替金 2,164,902 2,235,261

その他 790,217 713,094

貸倒引当金 △73,059 △71,760

流動資産合計 11,154,804 11,828,476

固定資産   

有形固定資産   

その他（純額） 2,043,927 2,492,447

有形固定資産合計 2,043,927 2,492,447

無形固定資産   

その他 576,369 588,467

無形固定資産合計 576,369 588,467

投資その他の資産   

その他 2,148,681 1,481,868

貸倒引当金 △69,702 △69,103

投資その他の資産合計 2,078,978 1,412,764

固定資産合計 4,699,275 4,493,679

資産合計 15,854,080 16,322,156
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,272,618 922,864

短期借入金 161,850 127,600

未払法人税等 362,479 371,298

賞与引当金 259,965 183,295

その他 2,040,581 2,674,534

流動負債合計 4,097,495 4,279,593

固定負債   

長期借入金 4,600 4,000

退職給付引当金 74,110 76,810

資産除去債務 155,562 152,309

その他 265,319 93,755

固定負債合計 499,592 326,875

負債合計 4,597,088 4,606,468

純資産の部   

株主資本   

資本金 986,472 1,000,149

資本剰余金 548,435 569,030

利益剰余金 9,217,828 9,656,927

自己株式 △72,267 －

株主資本合計 10,680,468 11,226,107

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 456,312 191,453

為替換算調整勘定 76,023 252,892

その他の包括利益累計額合計 532,336 444,345

新株予約権 4,129 3,579

少数株主持分 40,056 41,655

純資産合計 11,256,991 11,715,687

負債純資産合計 15,854,080 16,322,156
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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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,926,994 5,007,444

売上原価 4,834,625 3,836,693

売上総利益 1,092,369 1,170,750

販売費及び一般管理費 551,671 561,543

営業利益 540,697 609,206

営業外収益   

受取利息 716 1,991

有価証券利息 7,133 7,176

受取配当金 3,770 4,078

為替差益 60,805 －

その他 1,285 1,040

営業外収益合計 73,710 14,286

営業外費用   

支払利息 1,259 296

為替差損 － 82,839

持分法による投資損失 37,327 32,603

その他 6,523 8,283

営業外費用合計 45,111 124,023

経常利益 569,296 499,469

特別利益   

固定資産売却益 － 4,711

投資有価証券売却益 － 429,773

その他 218,696 295

特別利益合計 218,696 434,780

特別損失   

固定資産売却損 － 672

減損損失 2,512 －

違約金 2,972 1,942

その他 218,696 295

特別損失合計 224,180 2,909

税金等調整前四半期純利益 563,811 931,339

法人税、住民税及び事業税 176,744 327,562

法人税等調整額 50,019 50,095

法人税等合計 226,764 377,657

少数株主損益調整前四半期純利益 337,047 553,682

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,369 2,798

四半期純利益 339,416 550,883
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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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 337,047 553,682

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,982 △264,859

為替換算調整勘定 △133,431 176,868

その他の包括利益合計 △148,414 △87,990

四半期包括利益 188,633 465,691

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 191,002 462,892

少数株主に係る四半期包括利益 △2,369 2,798
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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