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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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）

営業収益 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2四半期 1,431 6.6 578 17.2 609 6.1 618 22.6
25年3月期第2四半期 1,343 6.4 493 23.4 574 40.4 504 27.1

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 656百万円 （31.3％） 25年3月期第2四半期 499百万円 （26.0％）

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2四半期 1,435.00 1,434.11
25年3月期第2四半期 1,164.23 1,164.22

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

26年3月期第2四半期 19,850 3,415 17.2 7,962.78
25年3月期 20,390 2,824 13.9 6,513.38
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,412百万円 25年3月期  2,824百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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、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   

営業収益 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 2,867 2.1 948 2.0 1,003 2.5 930 9.0 2,165.57



(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レビュー手続きが実施中です。 

※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Ｐ．２「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。 

※  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） 26年3月期2Q 434,200 株 25年3月期 433,630 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 5,668 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 431,234 株 25年3月期2Q 433,630 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、政府主導による金融緩和や経済政策への期待感から、円安

の進行や株価上昇等、景気回復への明るい兆しが見え始めているものの、欧州財政危機を背景とした国際金融不安

や中国をはじめとした新興国の景気後退といった懸念すべき事項も多く、依然として先行き不透明な状況で推移し

ております。 

このような環境の下、当社グループは金融サービスとアウトソーシングを融合させたフレックスペイメントサー

ビス（ＦＰＳ）の更なる推進を図り、「売掛債権の早期買取サービス」、「支払い業務等のアウトソーシング」、

「オーダーメイドの金融サービス」を３つの大きな事業の柱として取組んでまいりました。 

 当四半期においては、第１四半期連結会計期間に新たに子会社化したアクリーティブ・メディカルサービス株式

会社の業績が寄与したことにより、債権取扱高、営業収益が増加いたしました。また、営業収益の伸長に加えて、

金融費用を中心としたコスト削減に努めた結果、利益面も前年同四半期を上回る実績となりました。なお、財務体

質の更なる強化を目的として遊休不動産を売却したことにより、特別利益67百万円を計上しております。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、債権取扱高77,454百万円（前年同四半期比15.8％

増）、営業収益1,431百万円（前年同四半期比6.6％増）、営業利益578百万円（前年同四半期比17.2％増）、経常

利益609百万円（前年同四半期比6.1％増）、四半期純利益618百万円（前年同四半期比22.6％増）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ540百万円減少し、19,850百万円となりまし

た。これは主に買取債権の減少によるものであります。なお、買取債権のうち債権売却によって流動化されている

買取債権残高は1,358百万円であります。  

 負債については、前連結会計年度に比べ1,132百万円減少し、16,434百万円となりました。これは主に短期借入

金及び預り金の減少によるものであります。 

純資産については、利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ591百万円増加し、3,415百万円となりま

した。  

（連結キャッシュ・フローに関する定性的情報） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、買取債権の減少、有形

固定資産の売却による収入等により、前連結会計年度末に比べ1,297百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末

における資金残高は7,804百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間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。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は2,358百万円（前年同四半期比652.9％増）となりました。これは主に買取債権

の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果得られた資金は1,141百万円（前年同四半期は33百万円の獲得）となりました。これは主に有

形固定資産の売却による収入及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果使用した資金は2,202百万円（前年同四半期は417百万円の獲得）となりました。これは主に短

期借入金の返済によるものであります。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成25年５月７日付決算短信で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。なお、１株当たり当期純利

益の予想数値につきましては、平成25年７月11日付の自己株式取得による減少株式数を反映させております。   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第１四半期連結累計期間において、アクリーティブ・メデ

ィカルサービス株式会社の全株式を取得したため、連結の範囲に含めております。    

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,260,338 7,804,518

金銭の信託 246,959 －

買取債権 12,088,152 10,020,181

売掛金 82,232 91,990

その他 313,998 793,599

流動資産合計 18,991,682 18,710,289

固定資産   

有形固定資産 512,322 55,857

無形固定資産   

のれん 82,555 273,405

その他 44,598 39,243

無形固定資産合計 127,154 312,649

投資その他の資産   

その他 759,550 771,285

投資その他の資産合計 759,550 771,285

固定資産合計 1,399,027 1,139,792

資産合計 20,390,710 19,850,082

負債の部   

流動負債   

短期借入金 14,987,000 14,563,000

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

未払法人税等 97,532 45,053

預り金 653,698 154,414

賞与引当金 21,371 23,542

その他 272,945 243,310

流動負債合計 16,332,547 15,329,320

固定負債   

社債 1,200,000 1,050,000

その他 33,766 54,940

固定負債合計 1,233,766 1,104,940

負債合計 17,566,314 16,434,260

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,221,823 1,224,474

資本剰余金 － 2,650

利益剰余金 1,588,133 2,206,953

自己株式 － △73,684

株主資本合計 2,809,957 3,360,394

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,438 52,117

為替換算調整勘定 － △207

その他の包括利益累計額合計 14,438 51,910

少数株主持分 － 3,516

純資産合計 2,824,395 3,415,821

負債純資産合計 20,390,710 19,850,082



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業収益 1,343,243 1,431,886

金融費用 152,532 105,319

販売費及び一般管理費 697,072 748,050

営業利益 493,638 578,516

営業外収益   

受取利息 339 450

受取配当金 54,373 32,551

受取地代家賃 16,506 16,053

その他 17,947 1,250

営業外収益合計 89,168 50,306

営業外費用   

社債利息 － 8,210

賃貸費用 7,817 7,665

その他 90 3,021

営業外費用合計 7,908 18,897

経常利益 574,898 609,925

特別利益   

固定資産売却益 － 67,722

投資有価証券売却益 6,598 －

その他 － 13,151

特別利益合計 6,598 80,873

特別損失   

減損損失 24,000 －

事務所移転費用 － 2,296

特別損失合計 24,000 2,296

税金等調整前四半期純利益 557,497 688,502

法人税、住民税及び事業税 62,633 65,186

法人税等調整額 △9,982 4,495

法人税等合計 52,651 69,681

少数株主損益調整前四半期純利益 504,845 618,820

四半期純利益 504,845 618,820



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 504,845 618,820

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,133 37,679

為替換算調整勘定 － △207

その他の包括利益合計 △5,133 37,472

四半期包括利益 499,712 656,292

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 499,712 656,292



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 557,497 688,502

減価償却費 11,998 12,371

減損損失 24,000 －

のれん償却額 2,172 6,279

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,762 △130

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,221 2,170

受取利息及び受取配当金 △54,713 △33,001

社債利息 － 8,210

有形固定資産売却損益（△は益） － △67,722

投資有価証券売却損益（△は益） △6,598 －

買取債権の増減額(△は増加) △14,713 2,273,406

未収入金の増減額（△は増加） △25,884 △2,093

長期営業債権の増減額(△は増加) △174,148 4,159

長期未収入金の増減額(△は増加) 215,621 －

未払金の増減額（△は減少） 814 △13,924

預り金の増減額（△は減少） △226,738 △515,671

前受収益の増減額（△は減少） 10,988 △13,995

未払消費税等の増減額（△は減少） △798 △7,076

その他 △16,544 112,590

小計 294,411 2,454,074

利息及び配当金の受取額 54,713 33,001

利息の支払額 － △7,847

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △35,924 △121,191

営業活動によるキャッシュ・フロー 313,199 2,358,037

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 △1,824 △16,580

有形固定資産の売却による収入 － 532,893

投資有価証券の売却による収入 11,150 1,400

子会社の清算による収入 － 19,262

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

36,790 574,676

子会社株式の取得による支出 △18,854 －

差入保証金の差入による支出 △184 △881

差入保証金の回収による収入 12,417 30,695

預り保証金の返還による支出 △6,017 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 33,478 1,141,465

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 417,700 △1,987,000

社債の償還による支出 － △150,000

株式の発行による収入 － 5,274

自己株式の取得による支出 － △73,684

少数株主からの払込みによる収入 － 3,516

その他 － △389

財務活動によるキャッシュ・フロー 417,700 △2,202,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 764,378 1,297,219

現金及び現金同等物の期首残高 4,006,012 6,507,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,770,391 7,804,518



該当事項はありません。 

     

  当社は、平成25年６月20日開催の第14期定時株主総会決議に基づき、自己株式5,668株の取得を行いました。この

結果、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が73百万円増加しております。   

   

（４）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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