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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）

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2四半期 129 △35.1 △236 ― △172 ― △248 ―
25年3月期第2四半期 199 △43.2 △1,751 ― △1,718 ― △1,722 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △248百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △1,722百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △12.78 ―
25年3月期第2四半期 △88.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 4,169 2,686 64.4
25年3月期 4,562 2,935 64.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  2,686百万円 25年3月期  2,935百万円

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  ：  有   

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 270 △19.8 △340 ― △253 ― △330 ― △16.96



(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四半期レビュー手続は終了しております。 

※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３ページ「（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 19,455,339 株 25年3月期 19,455,339 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 830 株 25年3月期 704 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 19,454,557 株 25年3月期2Q 19,454,651 株
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当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）のわが国経済は、政府・日

銀の経済対策や金融政策への期待感を背景に株高・円安が進み、緩やかな回復の動きが見られましたが、

新興国経済の景気減速や輸出の伸び悩みなどから、先行きへの不透明感も残っております。 

このような状況のもと、当社グループで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を目指しております。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り市場は縮小期にあり、非常に厳しい経営環境が続いておりますが、同事

業を営む株式会社ジャスティス債権回収は更なる回収効率の向上、新規債権の買取りに向けた営業活動に

重点的に取り組むとともに、グループ全体での徹底した経費削減等によるキャッシュ・フローの確保に努

めております。なお、本年３月に中小企業金融円滑化法の期限が到来し、金融機関の不良債権処理は中長

期的には件数、規模ともに増加することが予想されるものの、金融庁では同法の期限到来後においても中

小企業の金融支援の対応を変えない方針を示していることから、現状では円滑化対象債権は水面下のまま

で、買取市場の動向に顕著な変化はまだ見られない状態です。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は債権回収事業の取扱高が低調に推移したことに加え、フ

ァクタリング事業の営業貸付金も前年同期に比べて大幅に減少したことにより、129百万円（前年同期比

35.1％減）となりました。一方、損益面では、買取債権の貸倒引当金繰入額について、前年同期に1,692

百万円を計上し、当期においては166百万円の積み増しにとどまったことから、営業損失は236百万円（前

年同期は1,751百万円の損失）となりました。また、営業貸付金の貸倒引当金戻入額を営業外収益に計上

したこと等により経常損失は172百万円（前年同期は1,718百万円の損失）、債務保証損失引当金繰入額75

百万円を特別損失に計上したことにより四半期純損失は248百万円（前年同期は1,722百万円の損失）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、引き続き厳しい事業環境が続くとの見通しに対応するため、回収が見込

める主要債権の回収力強化を図るとともに、回収が進んでいない既存債権の掘り起こしや回収戦略の見直

し、債務者の状況にきめ細かく対応した精査作業を行いサービシング業務の効率化に努めました。新規債

権の買取りに関しては、上記金融庁の対応措置等を前提に、採算を慎重に見極めながら断続的に購入を進

めておりますが、債権の供給過少による売却価格の上昇など厳しい競争状況の中、依然として低水準に推

移しました。しかし、これまでのような金融円滑化法の下でのリスケジュールの繰り返しは今後期待でき

ず、中長期的には不良債権の処理が進むものと予想され、金融機関等への地道な営業活動を続けておりま

す。 

当期間の売上高は、取扱債権の減少・劣化に伴う回収額の減少により122百万円（前年同期比29.3％

減）となりました。営業費用は貸倒引当金繰入額が前年同期を大幅に下回ったこと等から、173百万円の

営業損失（前年同期は1,692百万円の損失）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、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６百万円（前年同期比74.2％減）となり、営業損失は２百

万円（前年同期は８百万円の利益）となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

① 債権回収事業

② ファクタリング事業
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当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ392百万円減少し、4,169百万円となりました。主

な要因は、営業貸付金、買取債権、短期貸付金の回収に伴う減少及び買取債権に係る貸倒引当金の増加並

びに非連結子会社の整理に伴う投資有価証券（投資その他の資産その他に含む）の減少によるものであり

ます。 

負債は、前連結会計年度末に比べ144百万円減少し、1,482百万円となりました。主な要因は、短期借入

金、未払金、未払法人税等の減少によるものであります。 

純資産は、四半期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ248百万円減少し、2,686百万円となり

ました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、102百万円の支出となりました。これは主に税金等調整前四半

期純損失が247百万円、未払金の減少が101百万円あった一方で、貸倒引当金の増加が143百万円、債務保

証損失引当金の増加が75百万円あったことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、129百万円の収入となりました。これは主に貸付金の回収によ

る収入が128百万円あったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、13百万円の支出となりました。これは主に短期借入金の純減に

よるものです。 

以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ12百万円増加

し、30百万円となりました。 

  

平成26年３月期の連結業績予想につきまして、平成25年５月14日に発表いたしました業績予想数値を修

正しております。詳細につきましては、平成25年11月８日付「第２四半期累計期間業績予想との差異およ

び通期業績予想の修正、ならびに特別損失の発生に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

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）財政状態に関する説明

(キャッシュ・フローの状況) 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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 17 30

受取手形及び売掛金 12 6

営業貸付金 1,004 982

買取債権 5,258 5,222

未収入金 2,515 2,510

短期貸付金 656 527

その他 224 244

貸倒引当金 △5,307 △5,451

流動資産合計 4,381 4,072

固定資産

有形固定資産 31 29

無形固定資産

その他 16 9

無形固定資産合計 16 9

投資その他の資産

破産更生債権等 385 610

その他 160 85

貸倒引当金 △413 △638

投資その他の資産合計 132 57

固定資産合計 180 97

資産合計 4,562 4,169

負債の部

流動負債

短期借入金 94 55

未払金 490 370

未払法人税等 22 5

債務保証損失引当金 900 913

その他 54 22

流動負債合計 1,563 1,368

固定負債

その他 63 113

固定負債合計 63 113

負債合計 1,626 1,482

純資産の部

株主資本

資本金 7,609 7,609

利益剰余金 △4,673 △4,921

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,935 2,686

純資産合計 2,935 2,686

負債純資産合計 4,562 4,169
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

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)

売上高 199 129

売上総利益 199 129

販売費及び一般管理費 1,950 365

営業損失（△） △1,751 △236

営業外収益

受取利息 24 10

受取手数料 25 28

貸倒引当金戻入額 － 22

雑収入 6 9

営業外収益合計 56 69

営業外費用

支払利息 4 2

支払手数料 3 2

貸倒引当金繰入額 11 －

雑損失 3 1

営業外費用合計 23 6

経常損失（△） △1,718 △172

特別利益

子会社清算益 － 4

特別利益合計 － 4

特別損失

抱合せ株式消滅差損 － 4

債務保証損失引当金繰入額 － 75

特別損失合計 － 79

税金等調整前四半期純損失（△） △1,718 △247

法人税、住民税及び事業税 4 1

法人税等合計 4 1

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,722 △248

四半期純損失（△） △1,722 △248

四半期包括利益 △1,722 △248

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,722 △248

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

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損失（△） △1,718 △247

減価償却費 12 8

受取利息 △24 △10

支払利息 4 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,703 143

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 75

営業貸付金の増減額（△は増加） － 22

差入保証金の増減額（△は増加） △5 △3

買取債権の増減額（△は増加） 52 36

未収収益の増減額（△は増加） △24 △5

未払金の増減額（△は減少） △14 △101

その他 0 △6

小計 △14 △87

利息の受取額 0 0

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △10 △14

営業活動によるキャッシュ・フロー △25 △102

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 △0 －

無形固定資産の取得による支出 △3 －

貸付金の回収による収入 － 128

敷金及び保証金の差入による支出 △0 －

敷金及び保証金の回収による収入 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2 129

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 71 18

短期借入金の返済による支出 △44 △31

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 27 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △0 12

現金及び現金同等物の期首残高 11 17

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △0 －

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増
加額

－ 0

現金及び現金同等物の四半期末残高 9 30
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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) 

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△67百万円には、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) 

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. セグメント損失の調整額△59百万円には、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。 

（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）

（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 173 24 198 0 199

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 173 24 198 0 199

セグメント利益又は損失(△) △1,692 8 △1,683 △67 △1,751

(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 122 6 129 0 129

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 122 6 129 0 129

セグメント損失(△) △173 △2 △176 △59 △236
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