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(訂正)「平成25年3月期第2四半期決算短信［日本基準］(連結)」の一部訂正について 

 

当社は、平成24年11月2日に発表した第38期第2四半期決算短信について訂正がありましたのでお知らせしま

す。 
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(百万円未満切捨て) 

１．平成 25年３月期第２四半期の連結業績（平成 24年４月１日～平成 24年９月 30日） 

（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２四半期 182 △41.2 △1,756 ― △1,747 ― △1,751 ― 

24年３月期第２四半期 310 △86.8 △119 ― △114 ― △117 ―  
(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △1,751百万円( ―％)  24年３月期第２四半期 △117百万円( ―％) 

 

 
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 
25年３月期第２四半期 △90. 05 ―  

24年３月期第２四半期 △6. 03 ―  

 

（２）連結財政状態   

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 
25年３月期第２四半期 4,058 1,945 47.9 

24年３月期 5,767 3,690 64.0  
(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 1,945百万円  24年３月期 3,690百万円 

 

２．配当の状況  

 
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 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 

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)  

 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 

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 



 

 
４．その他 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            ) 

（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 
 

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 

（４）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３月期２Ｑ 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２Ｑ 693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２Ｑ 19,454,651株 24年３月期２Ｑ 19,454,741株 

 

※ 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、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 ﾍﾟｰｼ「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。
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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 

当第２四半期連結累計期間（平成 24 年４月１日から平成 24 年９月 30 日まで）のわが国経済は、

期前半には政策効果や震災復興需要の下支えにより一部に持ち直しの動きも見られましたが、欧州の

信用不安や円高の定着、並びに中国など新興国経済の減速を主因として、景気の先行きに停滞色が強

まっております。 

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、依然として厳しい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では、取り巻く環境の変化に対応すべく、採算管理を徹底し、各債務者の状況に

応じたきめ細かい対応と与信管理に取り組み、回収業務効率の向上を図っております。 

当第２四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、182 百万円（前年同期比 41.2％減）となりました。損益面

については、第１四半期において、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取

扱債権の貸倒引当金（取得から一定の期間を経過した買取債権に対して同社の定めた基準に基づき増

加させるもの）1,692百万円の繰入を行ったため、営業損失は 1,756 百万円（前年同期は 119百万円の

損失）、経常損失は 1,747 百万円（前年同期は 114 百万円の損失）、四半期純損失は 1,751 百万円

（前年同期は 117百万円の損失）となりました。 

 

［セグメント別の概況］ 

① 債権回収事業 

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、厳しい事業環境の

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、買取価格高騰の影響

を受け、引き続き低調な状況にありますが、セカンダリー市場への参入等により新規債権の獲得に努

めております。 

この結果、当期間の売上高は 173 百万円（前年同期比 41.9％減）となりました。一方、コスト面に

おいては、第１四半期において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、より

保守的な対応が必要と判断し、1,692 百万円の貸倒引当金を追加計上したことから、営業損失は 1,690

百万円（前年同期は 19百万円の損失）となりました。 

  

② ファクタリング事業 

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８百万円（前年同期比 23.5％減）となり、営業損失は、

０百万円（前年同期は４百万円の利益）となりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ 1,708 百万円減少し、4,058 百万円となりました。

また、純資産は前連結会計年度末に比べ 1,744百万円減少し、1,945百万円となりました。 

総資産及び純資産の主な減少要因は、株式会社ジャスティス債権回収の買取債権に対する貸倒引当

金の増加 1,692 百万円であります。 

負債は、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ 35 百万円増加し、2,112 百万円と

なりました。 
  

(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・フローは、25 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 1,747 百万円、貸倒引当金の増加額が 1,692 百万円、法人税等の支払額が 10 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、２百万円の支出となりました。これは主に無形固定資産の

取得による支出が３百万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、27 百万円の収入となりました。これは主に短期借入金の純

増によるものです。 

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１百万円減

少し、９百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年３月期通期の連結業績予想つきましては、平成 24 年８月９日に発表いたしました業績予

想数値から変更しておりません。 
 

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 

該当事項はありません。 

 

（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。 
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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２四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 11 9 
  受取手形及び売掛金 13 9 
  営業貸付金 2,874 1,613 
  買取債権 5,332 5,279 
  短期貸付金 893 2,151 
  その他 463 438 
  貸倒引当金 △3,958 △5,636 
  流動資産合計 5,630 3,866 

 固定資産   
  有形固定資産 32 36 
  無形固定資産   
   その他 28 23 
   無形固定資産合計 28 23 

  投資その他の資産   
   その他 438 360 
   貸倒引当金 △363 △226 
   投資その他の資産合計 75 133 

  固定資産合計 137 192 

 資産合計 5,767 4,058 

負債の部   
 流動負債   
  短期借入金 229 256 
  未払金 490 513 
  未払法人税等 32 11 
  債務保証損失引当金 1,103 1,090 
  その他 159 176 
  流動負債合計 2,015 2,050 

 固定負債   
  その他 61 62 
  固定負債合計 61 62 

 負債合計 2,077 2,112 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 7,609 7,609 
  利益剰余金 △3,918 △5,662 
  自己株式 △0 △0 
  株主資本合計 3,690 1,945 

 純資産合計 3,690 1,945 

負債純資産合計 5,767 4,058 
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 310 182 

売上原価 1 － 

売上総利益 309 182 

販売費及び一般管理費 428 1,939 

営業損失（△） △119 △1,756 

営業外収益   
 受取利息 0 0 
 受取手数料 20 25 
 匿名組合投資利益 41 － 
 雑収入 23 6 
 営業外収益合計 86 31 

営業外費用   
 支払利息 74 4 
 支払手数料 4 3 
 貸倒引当金繰入額 － 11 
 雑損失 2 3 
 営業外費用合計 81 23 

経常損失（△） △114 △1,747 

特別利益   
 特別利益合計 － － 

特別損失   
 特別損失合計 － － 

税金等調整前四半期純損失（△） △114 △1,747 

法人税、住民税及び事業税 2 4 

法人税等合計 2 4 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117 △1,751 

四半期純損失（△） △117 △1,751 

四半期包括利益 △117 △1,751 

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 △117 △1,751 
 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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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（△） △114 △1,7 
 減価償却費 17 12 
 受取利息及び受取配当金 △0 △0 
 支払利息 74 4 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 131 1,692 
 営業貸付金の増減額（△は増加） 21 － 
 差入保証金の増減額（△は増加） 6 △5 
 買取債権の増減額（△は増加） 70 52 
 預け金の増減額（△は増加） △120 △0 
 未収入金の増減額（△は増加） 6 3 
 未収収益の増減額（△は増加） △9 △8 
 仕入債務の増減額（△は減少） △2 － 
 未払金の増減額（△は減少） △14 △14 
 その他 11 △3 
 小計 67 △14 

 利息及び配当金の受取額 0 0 
 利息の支払額 △38 △0 
 法人税等の支払額 △14 △10 
 営業活動によるキャッシュ・フロー 14 △25 

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 6 － 
 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 10 0 
 匿名組合出資金の払戻による収入 48 － 
 投資活動によるキャッシュ・フロー 66 △2 

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 7 71 
 短期借入金の返済による支出 △109 △44 
 長期借入金の返済による支出 △11 － 
 その他 0 △0 
 財務活動によるキャッシュ・フロー △112 27 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31 △0 

現金及び現金同等物の期首残高 38 11 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △0 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7 9 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

（６）セグメント情報等 

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成 23 年４月１日  至  平成 23 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 
  (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 299 11 310 0 310 

  セグメント間の内部売
上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 299 11 310 0 310 

セグメント利益又は損失
(△) 

△19 4 △14 △104 △119 

(注)１. セグメント利益又は損失の調整額△104 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 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 
  (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 8 182 0 182 

  セグメント間の内部売
上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 173 8 182 0 182 

セグメント利益又は損失
(△) 

△1,690 △0 △1,691 △65 △1,756 

(注)１. セグメント利益又は損失の調整額△65 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。 
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(百万円未満切捨て) 

１．平成 25年３月期第２四半期の連結業績（平成 24年４月１日～平成 24年９月 30日） 

（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２四半期 199 △43.2 △1,751 ― △1,718 ― △1,722 ― 

24年３月期第２四半期 350 △85.6 △92 ― △72 ― △74 ―  
(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △1,722百万円( ―％)  24年３月期第２四半期 △74百万円( ―％) 

 

 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 
25年３月期第２四半期 △88. 53 ―  

24年３月期第２四半期 △3. 85 ―  

 

（２）連結財政状態   

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 
25年３月期第２四半期 4,879 2,766 56.7 

24年３月期 6,558 4,481 68.3  
(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 2,766百万円  24年３月期 4,481百万円 

 

２．配当の状況  

 
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 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 

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)  

 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 

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 



 

 

 
４．その他 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            ) 

（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 
 

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 

（４）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３月期２Ｑ 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２Ｑ 693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２Ｑ 19,454,651株 24年３月期２Ｑ 19,454,741株 

 

※ 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、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 ﾍﾟｰｼ「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。 
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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 

当第２四半期連結累計期間（平成 24 年４月１日から平成 24 年９月 30 日まで）のわが国経済は、

期前半には政策効果や震災復興需要の下支えにより一部に持ち直しの動きも見られましたが、欧州の

信用不安や円高の定着、並びに中国など新興国経済の減速を主因として、景気の先行きに停滞色が強

まっております。 

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、依然として厳しい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では、取り巻く環境の変化に対応すべく、採算管理を徹底し、各債務者の状況に

応じたきめ細かい対応と与信管理に取り組み、回収業務効率の向上を図っております。 

当第２四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、199 百万円（前年同期比 43.2％減）となりました。損益面

については、第１四半期において、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取

扱債権の貸倒引当金（取得から一定の期間を経過した買取債権に対して同社の定めた基準に基づき増

加させるもの）1,692 百万円の繰入を行ったため、営業損失は 1,751 百万円（前年同期は 92 百万円の

損失）、経常損失は 1,718 百万円（前年同期は 72 百万円の損失）、四半期純損失は 1,722 百万円（前

年同期は 74 百万円の損失）となりました。 

 

［セグメント別の概況］ 

① 債権回収事業 

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、厳しい事業環境の

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、買取価格高騰の影響

を受け、引き続き低調な状況にありますが、セカンダリー市場への参入等により新規債権の獲得に努

めております。 

この結果、当期間の売上高は 173 百万円（前年同期比 41.9％減）となりました。一方、コスト面に

おいては、第１四半期において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、より

保守的な対応が必要と判断し、1,692 百万円の貸倒引当金を追加計上したことから、営業損失は 1,692

百万円（前年同期は 23百万円の損失）となりました。 

  

② ファクタリング事業 

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 24 百万円（前年同期比 51.0％減）となり、営業利益は、

８百万円（前年同期比 77.0％減）となりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ 1,678 百万円減少し、4,879 百万円となりました。

また、純資産は前連結会計年度末に比べ 1,714百万円減少し、2,766百万円となりました。 

総資産及び純資産の主な減少要因は、株式会社ジャスティス債権回収の買取債権に対する貸倒引当

金の増加 1,692 百万円であります。 

負債は、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ 35 百万円増加し、2,112 百万円と

なりました。 
  

(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・フローは、25 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 1,718 百万円、貸倒引当金の増加額が 1,703 百万円、法人税等の支払額が 10 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、２百万円の支出となりました。これは主に無形固定資産の

取得による支出が３百万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、27 百万円の収入となりました。これは主に短期借入金の純

増によるものです。 

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１百万円減

少し、９百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年３月期通期の連結業績予想つきましては、平成 24 年８月９日に発表いたしました業績予

想数値から変更しておりません。 
 

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 

該当事項はありません。 

 

（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。 
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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２四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 11 9 
  受取手形及び売掛金 13 9 
  営業貸付金 2,874 1,613 
  買取債権 5,332 5,279 
  未収入金 797 781 
  未収収益 444 489 
  短期貸付金 893 2,151 
  その他 88 75 
  貸倒引当金 △4,035 △5,724 
  流動資産合計 6,421 4,686 

 固定資産   
  有形固定資産 32 36 
  無形固定資産   
   その他 28 23 
   無形固定資産合計 28 23 

  投資その他の資産   
   その他 438 360 
   貸倒引当金 △363 △226 
   投資その他の資産合計 75 133 

  固定資産合計 137 192 

 資産合計 6,558 4,879 

負債の部   
 流動負債   
  短期借入金 229 256 
  未払金 490 513 
  未払法人税等 32 11 
  債務保証損失引当金 1,103 1,090 
  その他 159 176 
  流動負債合計 2,015 2,050 

 固定負債   
  その他 61 62 
  固定負債合計 61 62 

 負債合計 2,077 2,112 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 7,609 7,609 
  利益剰余金 △3,127 △4,842 
  自己株式 △0 △0 
  株主資本合計 4,481 2,766 

 純資産合計 4,481 2,766 

負債純資産合計 6,558 4,879 
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 350 199 

売上原価 1 － 

売上総利益 348 199 

販売費及び一般管理費 440 1,950 

営業損失（△） △92 △1,751 

営業外収益   
 受取利息 15 24 
 受取手数料 20 25 
 匿名組合投資利益 41 － 
 雑収入 23 6 
 営業外収益合計 101 56 

営業外費用   
 支払利息 74 4 
 支払手数料 4 3 
 貸倒引当金繰入額 － 11 
 雑損失 2 3 
 営業外費用合計 81 23 

経常損失（△） △72 △1,718 

特別利益   
 特別利益合計 － － 

特別損失   
 特別損失合計 － － 

税金等調整前四半期純損失（△） △72 △1,718 

法人税、住民税及び事業税 2 4 

法人税等合計 2 4 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △74 △1,722 

四半期純損失（△） △74 △1,722 

四半期包括利益 △74 △1,722 

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 △74 △1,722 
 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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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（△） △72 △1,718 
 減価償却費 17 12 
 受取利息及び受取配当金 △15 △24 
 支払利息 74 4 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 131 1,703 
 営業貸付金の増減額（△は増加） 21 － 
 差入保証金の増減額（△は増加） 6 △5 
 買取債権の増減額（△は増加） 70 52 
 預け金の増減額（△は増加） △120 △0 
 未収入金の増減額（△は増加） 6 3 
 未収収益の増減額（△は増加） △48 △24 
 仕入債務の増減額（△は減少） △2 － 
 未払金の増減額（△は減少） △14 △14 
 その他 11 △3 
 小計 67 △14 

 利息及び配当金の受取額 0 0 
 利息の支払額 △38 △0 
 法人税等の支払額 △14 △10 
 営業活動によるキャッシュ・フロー 14 △25 

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 6 － 
 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 10 0 
 匿名組合出資金の払戻による収入 48 － 
 投資活動によるキャッシュ・フロー 66 △2 

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 7 71 
 短期借入金の返済による支出 △109 △44 
 長期借入金の返済による支出 △11 － 
 その他 0 △0 
 財務活動によるキャッシュ・フロー △112 27 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31 △0 

現金及び現金同等物の期首残高 38 11 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △0 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7 9 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

（６）セグメント情報等 

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成 23 年４月１日  至  平成 23 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 
  (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 299 50 349 0 350 

  セグメント間の内部売
上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 299 50 349 0 350 

セグメント利益又は損失
(△) 

△23 38 15 △107 △92 

(注)１. セグメント利益又は損失の調整額△107 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 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 
  (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 

(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。 

 


