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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

 当第２四半期(平成26年４月１日～平成26年９月30日)における日本経済は、企業収益や雇用情勢の改善が進み、設

備投資が上向くなど全体として緩やかな回復傾向が見られる一方で、消費税率引き上げ後の個人消費の伸び悩みが続

いております。

 世界経済については、米国では堅調な成長が見られるものの、欧州での景気回復が停滞し、新興国では経済成長の

減速が続いており、先行きは不透明な状況で推移しました。 

 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、国内においては秋田ＢＰＯキャンパ

ス・山形ＢＰＯガーデン・富山ＢＰＯタウンの３拠点運営に向けた体制構築、海外においてはインシュアランスＢＰ

Ｏ事業における業務拡大に備えた体制強化に注力してまいりました。

 当第２四半期の連結売上高に関しては、主にロードアシスト事業及びインシュアランスＢＰＯ事業において既存受

託業務を中心に事業が堅調に拡大したことにより11,576百万円（前年同期比11.0％増）となりました。営業利益につ

きましては、効率化などにより原価抑制の効果があった一方で、当社グループのサービスを支える人材に関して、採

用環境の激化から適正人員を確保できていない課題もあり、1,518百万円（前年同期比18.5％増）となりました。経常

利益につきましては、主に持分法投資利益68百万円の計上により、1,545百万円（前年同期比30.1％増）となりまし

た。なお、当第２四半期純利益は、1,072百万円（前年同期比6.8％増）となっております。

  前第２四半期 当第２四半期
  参考

  前連結会計年度

売上高   10,430百万円   11,576百万円 （前年同期比11.0％増、1,146百万円増） 22,223百万円

営業利益    1,281百万円    1,518百万円 （前年同期比18.5％増、 236百万円増） 2,809百万円

経常利益    1,187百万円    1,545百万円 （前年同期比30.1％増、 357百万円増） 2,704百万円

四半期（当期）純利益    1,004百万円  1,072百万円 （前年同期比6.8％増、  68百万円増） 1,981百万円

１株当たり当期純利益       33.44円        34.87円   65.59円
 

 当社は平成25年10月１日付で１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。 
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 下記、事業分類別の売上高ならびに営業利益の実績は、平成26年４月に実施した新事業分類別変更に基づき算出して

おります。また、前第２四半期の実績も新事業分類別変更に基づき遡及しております。これらは、下記の通り事業の特

性を考慮し、事業の名称・分類変更及びサービスの変更を行っております。

＜名称変更・分類変更＞

旧：インシュアランス事業  新：「インシュアランスＢＰＯ事業」、「ワランティ事業」に分割

旧：CRM事業、カード事業   新：「カスタマーサポート事業」へ統合

旧：IT事業         新：「ITソリューション事業」へ名称変更

 

＜サービス変更＞

旧：「クレームエージェントサービス」「ヘルスケア・プログラム」：インシュアランス事業からインシュアランスＢ

ＰＯ事業へ

旧：「延長保証・メンテナンスプログラム」「家賃保証プログラム」：インシュアランス事業からワランティ事業へ

旧：「事故受付業務」：一部プログラムをCRM事業からロードアシスト事業へ

旧：「通所介護支援サービス」インシュアランス事業から派遣・その他事業へ

 

 

    ● ロードアシスト事業 

  主に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、認知度の向上及

びサービス利用増加など既存受託業務が順調に拡大したこ

とに加え、新規受託業務の開始により、増収となりまし

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

制やシステム化による手配工数削減などが奏功し、増益と

なりました。 

 

 
  前第２四半期 当第２四半期

売上高 3,562百万円     4,039百万円

営業利益 324百万円       543百万円

（増減） （金額） （率）

売上高  ＋477百万円  ＋13.4％

営業利益   ＋219百万円 ＋67.6％
 

● 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、不動産向けサービス（ホームアシスト）なら

びに駐車場管理会社向けサービス（パークアシスト）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

ものの、売上高の拡大で吸収し、増益となりました。 

 

 
  前第２四半期 当第２四半期

売上高 1,230百万円  1,328百万円

営業利益  89百万円    100百万円

（増減） （金額） （率）

売上高 ＋97百万円 ＋8.0％

営業利益    ＋11百万円 ＋12.9％
 

● インシュアランスＢＰＯ事業

  保険に関するサービスを提供しているインシュアランス

ＢＰＯ事業は、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）が堅調に拡大したことに

より、増収となりました。

  営業利益につきましては、海外拠点の拡充などの先行投

資が発生したものの、売上高の拡大で吸収し、増益となり

ました。 

 

 
  前第２四半期 当第２四半期

売上高 1,132百万円   1,371百万円

営業利益 169百万円       213百万円

（増減） （金額） （率）

売上高  ＋239百万円  ＋21.1％

営業利益  ＋43百万円    ＋25.9％
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● ワランティ事業

保証に関するサービスを提供しているワランティ事業

は、主に家賃保証プログラムが好調に推移し、増収となり

ました。 

営業利益につきましては、主に自動車延長保証・メンテ

ナンスプログラムにおける既存受託業務の終了と新規プロ

ジェクトの立ち上げによる費用増加の影響により、減益と

なりました。 

 

 
  前第２四半期 当第２四半期

売上高 1,499百万円    1,540百万円

営業利益 132百万円    89百万円

（増減） （金額） （率）

売上高  ＋41百万円 ＋2.7％

営業利益 －43百万円     －32.5％
 

● ITソリューション事業

  ITソリューション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、新規事業の立ち上げによる費

用増加の影響により、減益となりました。 

 

 
  前第２四半期 当第２四半期

売上高 436百万円     469百万円

営業利益 77百万円      42百万円

（増減） （金額） （率）

売上高    ＋33百万円     ＋7.7％

営業利益    －34百万円      －45.1％
 

● カスタマーサポート事業 

国内のカスタマーコンタクトサービスと日本人駐在員向

けクレジットカードサービスを展開しているカスタマーサ

ポート事業は、主に日本人駐在員向けクレジットカードサ

ービスが安定的に推移したことが寄与し、増収となりまし

た。 

営業利益につきましては、カスタマーコンタクトサービ

スにおいて、事業の「選択と集中」により、一部業務を終

了しましたが、原価管理の徹底が奏功し、増益となりまし

た。 

 

 

 
  前第２四半期 当第２四半期

売上高 2,229百万円     2,382百万円

営業利益 453百万円      467百万円

（増減） （金額） （率）

売上高 ＋152百万円 ＋6.9％

営業利益     ＋13百万円 ＋3.0％
 

● 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、大幅に増益となりました。 

 
  前第２四半期 当第２四半期

売上高 339百万円     444百万円

営業利益 34百万円     61百万円

（増減） （金額） （率）

売上高    ＋104百万円     ＋30.9％

営業利益    ＋26百万円    ＋77.3％
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(2）財政状態に関する説明 

[財政状況]

当第２四半期末における総資産は、20,402百万円となり前連結会計年度末に比べ1,788百万円増加となりました。

流動資産は、現金及び預金が311百万円減少、有価証券が123百万円減少、立替金が285百万円増加、その他が233百万

円増加し、流動資産は123百万円増加いたしました。固定資産については、前連結会計年度末に比べ1,665百万円増加

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251百万円減少、未払法人税等が306百万円減少、流動負債のその他が

1,161百万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504百万円増加し、5,652百万円と

なりました。 

また、純資産については、配当の支払いが平成26年６月に発生いたしましたが、四半期純利益が1,072百万円であ

ったため前連結会計年度末に比べ1,284百万円増加しております。 

[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）

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、693百万円の収入（前年同期比23.4％

増）となりました。主なプラス要因としては、税金等調整前四半期純利益が1,547百万円、減価償却費が329百万円、

その他の負債の増加額が338百万円等であり、主なマイナス要因としては、その他の資産の増加額が500百万円、仕入

債務の減少額が273百万円、法人税等の支払額が702百万円等であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、925百万円の支出（前年同期比33.0％

増）となりました。主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出が1,031百万円、投資有価証券の償還によ

る収入が172百万円等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）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、86百万円の支出（前年同期は22百万円

の収入）となりました。主な要因は、ストックオプションの行使による収入が54百万円、配当金の支払額が140百万

円等によるものであります。

以上の結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は、6,187百万円（前年同期比13.1％増）となり

ました。

 

(3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成26年５月12日付「平成26年３月期決算短信」にて公

表の通期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26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 6,503,630 6,192,020 

受取手形及び売掛金 2,833,136 2,890,048 

有価証券 465,670 341,805 

商品及び製品 22,639 14,344 

原材料及び貯蔵品 4,941 4,636 

立替金 2,269,247 2,554,817 

その他 1,104,681 1,337,893 

貸倒引当金 △66,515 △74,811 

流動資産合計 13,137,431 13,260,754 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 2,566,805 2,488,490 

その他（純額） 666,640 2,140,589 

有形固定資産合計 3,233,446 4,629,080 

無形固定資産    

その他 789,333 809,484 

無形固定資産合計 789,333 809,484 

投資その他の資産    

その他 1,503,873 1,752,867 

貸倒引当金 △50,295 △49,634 

投資その他の資産合計 1,453,577 1,703,232 

固定資産合計 5,476,357 7,141,797 

資産合計 18,613,788 20,402,552 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,175,660 924,319 

短期借入金 100,000 100,000 

未払法人税等 710,990 404,979 

賞与引当金 377,564 299,801 

その他 2,205,516 3,367,388 

流動負債合計 4,569,731 5,096,490 

固定負債    

退職給付に係る負債 83,282 2,467 

資産除去債務 357,634 360,761 

その他 136,888 192,360 

固定負債合計 577,805 555,589 

負債合計 5,147,536 5,652,079 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,125,877 1,153,037 

資本剰余金 694,758 721,919 

利益剰余金 10,936,083 11,855,207 

自己株式 △41 △41 

株主資本合計 12,756,678 13,730,123 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 170,985 165,999 

為替換算調整勘定 466,270 766,751 

その他の包括利益累計額合計 637,256 932,750 

新株予約権 9,839 23,805 

少数株主持分 62,477 63,793 

純資産合計 13,466,251 14,750,472 

負債純資産合計 18,613,788 20,402,552 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 10,430,111 11,576,947 

売上原価 7,999,833 8,783,815 

売上総利益 2,430,277 2,793,132 

販売費及び一般管理費 1,149,031 1,274,901 

営業利益 1,281,246 1,518,231 

営業外収益    

受取利息 2,978 3,190 

有価証券利息 13,287 14,116 

受取配当金 4,098 4,224 

持分法による投資利益 － 68,258 

その他 2,714 4,593 

営業外収益合計 23,078 94,383 

営業外費用    

支払利息 557 264 

持分法による投資損失 17,124 － 

為替差損 79,948 62,941 

その他 19,180 4,228 

営業外費用合計 116,810 67,433 

経常利益 1,187,514 1,545,180 

特別利益    

固定資産売却益 4,743 2,561 

投資有価証券売却益 429,773 － 

補助金収入 1,010 4,503 

特別利益合計 435,527 7,064 

特別損失    

固定資産売却損 662 82 

固定資産圧縮損 1,010 4,503 

違約金 1,942 － 

特別損失合計 3,614 4,585 

税金等調整前四半期純利益 1,619,426 1,547,659 

法人税、住民税及び事業税 629,626 398,713 

法人税等調整額 △19,280 72,858 

法人税等合計 610,346 471,571 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,009,080 1,076,087 

少数株主利益 4,771 3,315 

四半期純利益 1,004,308 1,072,771 
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（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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,009,080 1,076,087 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △244,831 △4,985 

為替換算調整勘定 158,502 300,480 

その他の包括利益合計 △86,328 295,494 

四半期包括利益 922,752 1,371,581 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 917,980 1,368,265 

少数株主に係る四半期包括利益 4,771 3,316 
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（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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 1,619,426 1,547,659 

減価償却費 246,621 329,446 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,462 7,551 

賞与引当金の増減額（△は減少） 60,334 △78,221 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,135 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △80,929 

受取利息及び受取配当金 △20,364 △21,531 

支払利息 557 264 

為替差損益（△は益） 42,393 62,725 

持分法による投資損益（△は益） 17,124 △68,258 

補助金収入 △1,010 △4,503 

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △4,080 △2,478 

固定資産圧縮損 1,010 4,503 

売上債権の増減額（△は増加） △127,784 △30,796 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,812 8,600 

その他の資産の増減額（△は増加） △170,901 △500,650 

仕入債務の増減額（△は減少） △351,890 △273,531 

投資有価証券売却損益（△は益） △429,773 － 

その他の負債の増減額（△は減少） 115,834 338,635 

未払消費税等の増減額（△は減少） △62,010 110,972 

その他 10,702 17,430 

小計 952,975 1,366,887 

法人税等の支払額 △416,870 △702,332 

利息及び配当金の受取額 26,512 29,046 

利息の支払額 △869 △256 

営業活動によるキャッシュ・フロー 561,748 693,344 
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    （単位：千円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,219,298 △1,031,427 

投資有価証券の取得による支出 △3,087 △314,807 

投資有価証券の売却による収入 479,429 113,156 

投資有価証券の償還による収入 86,160 172,115 

有形及び無形固定資産の売却による収入 5,126 9,987 

貸付けによる支出 △6,740 △4,257 

貸付金の回収による収入 4,281 6,261 

資産除去債務の履行による支出 △2,932 － 

補助金の受取額 758 － 

定期預金の預入による支出 △135,681 － 

定期預金の払戻による収入 97,750 145,830 

差入保証金の差入による支出 △18,149 △23,848 

差入保証金の回収による収入 17,200 2,152 

その他 △294 △294 

投資活動によるキャッシュ・フロー △695,477 △925,130 

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 100,800 － 

短期借入金の返済による支出 △100,000 － 

長期借入金の返済による支出 △60,650 － 

配当金の支払額 △105,255 △140,317 

少数株主からの払込みによる収入 10,020 － 

少数株主への配当金の支払額 △1,200 △2,000 

リース債務の返済による支出 △1,610 △1,069 

ストックオプションの行使による収入 180,733 54,001 

新株予約権の発行による収入 － 2,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,838 △86,885 

現金及び現金同等物に係る換算差額 62,533 153,164 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,357 △165,507 

現金及び現金同等物の期首残高 5,517,204 6,352,521 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,468,847 6,187,014 
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（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）

 該当事項はありません。

 

（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。
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