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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 64 △44.1 △51 ― △10 ― △15 ―
25年3月期第1四半期 115 △20.4 △1,709 ― △1,708 ― △1,711 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △15百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △1,711百万円 （―％）

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1四半期 △0.78 ―
25年3月期第1四半期 △87.95 ―

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 4,465 2,920 65.4
25年3月期 4,562 2,935 64.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  2,920百万円 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 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 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、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  ：  無   

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) 152 △23.6 △371 ― △334 ― △335 ― △17.22
通期 316 △6.0 △431 ― △355 ― △358 ― △18.41



(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1Q 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1Q 789 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1Q 19,454,579 株 25年3月期1Q 19,454,656 株
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当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）のわが国経済は、政府・日

銀の公共投資や金融緩和策による円安・株高を背景に、景況感の改善が見られたものの、一般消費者の賃

金の明確な上昇には結びついておらず、円安や原材料価格の上昇に伴う食品や電気料金の値上げなどもあ

り、景気の先行きは不透明な面も残っております。 

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まいります。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る市場の縮小が続き、依然として厳しい経営環境にある中、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、グループ全体の人件費圧縮、諸経費削減等を含めたキャッシュ・フローの確保に努め

ております。なお、本年３月末の中小企業金融円滑化法の終了を契機として、金融機関の債権放棄の案件

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ますが、同法の期限切れ後の対応として、行政

による中小企業への支援等の諸施策が進められていることもあって、現状では円滑化対象債権は水面下の

ままで、買取市場の動向に急激な変化は未だない状態です。 

当第１四半期の業績は、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大幅に減少したことにより、64百万円（前年同期比44.1％減）となり

ました。一方、損益面では、全社的なコスト削減に継続して取り組んだこと、及び買取債権の貸倒引当金

について、前年同期に1,692百万円を計上し、当第１四半期は10百万円の積み増しにとどまったことか

ら、営業損失は51百万円（前年同期は1,709百万円の損失）となりました。また、営業外収益として営業

貸付金の回収による貸倒引当金戻入額を22百万円計上したことなどから、経常損失は10百万円（前年同期

は1,708百万円の損失）、四半期純損失は15百万円（前年同期は1,711百万円の損失）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、回収が進ん

でいない既存の買取債権の掘り起こしを強化するとともに、従来の回収戦略の見直しや、案件に紐付く各

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と回収力強化を図っており

ます。株式会社ジャスティス債権回収における大きな課題である債権の新規買取に関しても採算を慎重に

見極めながら購入を継続して行っておりますが、厳しい市場環境や競争状況の中、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つづけており

ます。 

当期間の売上高は、取扱債権額の大幅減の影響により61百万円（前年同期比37.6％減）となりました。

営業費用は貸倒引当金繰入額が大きく減少したため、20百万円の営業損失（前年同期は1,685百万の損

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３百万円（前年同期比81.3％減）となり、営業損失は１百

万円（前年同期は10百万の利益）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１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ96百万円減少し、4,465百万円となりました。主

な要因は、営業貸付金、買取債権の回収に伴う減少及び貸倒引当金の増加並びに非連結子会社の合併に伴

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81百万円減少し、1,545百万円となりました。主な要因は、非連結子

会社の合併に伴う短期借入金と未払金の相殺による減少、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15百万円減少し、2,920百万円となり

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連結業績予想につきましては、平成25年５月14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。 

  

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

（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 17 17

受取手形及び売掛金 12 5

営業貸付金 1,004 982

買取債権 5,258 5,234

未収入金 2,515 2,511

短期貸付金 656 656

その他 224 235

貸倒引当金 △5,307 △5,295

流動資産合計 4,381 4,347

固定資産

有形固定資産 31 30

無形固定資産

その他 16 13

無形固定資産合計 16 13

投資その他の資産

破産更生債権等 385 607

その他 160 102

貸倒引当金 △413 △635

投資その他の資産合計 132 74

固定資産合計 180 118

資産合計 4,562 4,465

負債の部

流動負債

短期借入金 94 77

未払金 490 459

未払法人税等 22 5

債務保証損失引当金 900 841

その他 54 46

流動負債合計 1,563 1,430

固定負債

その他 63 115

固定負債合計 63 115

負債合計 1,626 1,545

純資産の部

株主資本

資本金 7,609 7,609

利益剰余金 △4,673 △4,688

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,935 2,920

純資産合計 2,935 2,920

負債純資産合計 4,562 4,465
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

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 115 64

売上総利益 115 64

販売費及び一般管理費 1,824 116

営業損失（△） △1,709 △51

営業外収益

受取利息 7 5

受取手数料 11 13

貸倒引当金戻入額 － 22

雑収入 1 2

営業外収益合計 21 43

営業外費用

支払利息 2 1

支払手数料 1 0

貸倒引当金繰入額 14 －

雑損失 1 0

営業外費用合計 19 2

経常損失（△） △1,708 △10

特別損失

抱合せ株式消滅差損 － 4

特別損失合計 － 4

税金等調整前四半期純損失（△） △1,708 △15

法人税、住民税及び事業税 2 0

法人税等合計 2 0

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,711 △15

四半期純損失（△） △1,711 △15

四半期包括利益 △1,711 △15

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,711 △15

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) 

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△34百万円には、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) 

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△29百万円には、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。 

  

（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）

（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 97 16 114 0 115

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 97 16 114 0 115

セグメント利益又は損失(△) △1,685 10 △1,674 △34 △1,709

(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 61 3 64 0 64

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 61 3 64 0 64

セグメント損失(△) △20 △1 △22 △29 △51
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