
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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１．平成26年１月期第１四半期の連結業績（平成25年２月１日～平成25年４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 ％

26年１月期第１四半期 1,711 △3.8 8 △77.4 12 △69.1 △19 ―
25年１月期第１四半期 1,779 △3.4 35 31.6 42 30.4 37 ―

(注) 包括利益 26年１月期第１四半期 △19百万円( ―％) 25年１月期第１四半期 37百万円( ―％)

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１月期第１四半期 △3.89 ―
25年１月期第１四半期 7.56 ―

（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 ％

26年１月期第１四半期 5,521 4,586 83.1
25年１月期 5,537 4,630 83.6

(参考) 自己資本 26年１月期第１四半期 4,586百万円 25年１月期 4,630百万円

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

25年１月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年１月期 ―

26年１月期(予想) 0.00 ― 5.00 5.00

(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26年１月期の連結業績予想（平成25年２月１日～平成26年１月31日）

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 7,150 0.7 100 △19.4 110 △23.5 50 781.7 10.13

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。詳細は、４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」
をご覧下さい。



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細
   は、添付資料４ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変 
   更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 26年１月期１Ｑ 4,936,400株 25年１月期 4,936,400株

② 期末自己株式数 26年１月期１Ｑ ―株 25年１月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年１月期１Ｑ 4,936,400株 25年１月期１Ｑ 4,936,400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すが、この四半期決算短信の
開示時点において、四半期財務諸表に対する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、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４ページ「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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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済対策への期待と円安傾向による

大企業を中心とした収益改善や景気回復への期待を先取りする形で、株価の回復も見られており、一部

で改善の兆しが見られました。景気の先行きに関しましては、消費マインドの改善にも支えられ、次第

に回復へ向かうことが期待されますが、欧州の財政不安や新興国の経済成長の鈍化に対する懸念等によ

り、依然として先行き不透明な状態が続いております。 

このような環境のなか、当社グループは「サービサー事業」、「アウトソーシング事業」、「保育事

業」の各事業の経営効率向上、競争力強化を目指し体制強化を推進しております。また、サービサー事

業における債権買取事業及びアウトソーシング事業における官公庁ビジネスを事業の柱として育成すべ

く、新規顧客開拓等の営業拡大を図ってまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高についてはサービサー事業の取引

先の債権健全化にともなった業務代行事業、リサーチ事業の受託件数の減少及び保育事業において不採

算園の閉園を実施した結果1,711百万円（前年同期比3.8%減）と減収になりました。 

また、営業利益についてはアウトソーシング事業が採算性重視の事業展開の継続、また、保育事業に

ついては労務費を中心とした経費の抑制を図りましたが、売上高低下の影響により営業利益は８百万円

（前年同期比77.4%減）、経常利益は12百万円（前年同期比69.1%減）、四半期純損失19百万円（前年同

期は四半期純利益37百万円）といずれも減益となりました。 

なお、各セグメント別の業績概況は以下のとおりです。 

  

①サービサー事業 

サービサー事業は業務代行事業、債権買取事業、リサーチ事業から構成されております。 

サービサー市場は金融庁の中小企業金融円滑化法が３月末で期限終了となり、金融機関の債権売却

（バルクセール等）については若干増加するも、依然として債権価格が高騰しており入札競争は厳しく

なっております。また、小口無担保マーケットにおいても、サービサー会社間の競争激化により債権買

取価格は依然として高騰傾向にあります。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間においては、小口無担保マーケットを重点領域と

して債権買取事業を強化した結果、債権買取事業では新たに５案件の譲渡契約を締結いたしました。業

務代行事業については、自治体の貸付金を中心に新たに３先との契約、リサーチ事業については５先と

の契約を締結いたしました。また、昨年12月より新たに全国５拠点に出張所を設置し、オートローン債

権の業務代行事業をスタートし新規売上高の拡大を図りましたが、主要取引先であるノンバンク各社の

債権管理強化による債権健全化が継続しており、既存取引先からの受託件数は大幅に減少いたしまし

た。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間のサービサー事業全体での売上高は689百万円（前年同期

比4.7％減）と減収になりました。また、利益面ではオートローン債権受託拡大に向けた体制整備及び

業務代行事業の債権管理体制強化の実施にともなう営業費用の増加により、営業利益は８百万円（前年

同期比72.5%減）となりました。 

  

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
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②アウトソーシング事業 

アウトソーシング事業は人材派遣事業とテレマーケティング事業から構成されております。 

人材ビジネス業界を取り巻く環境は、有効求人倍率が総じて横ばいで推移しているのに加え、完全失

業率等の指標も月々の振れがあるものの低下傾向にあり、依然として厳しさが残る状況であります。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間においては、人材派遣事業は新規顧客の営業拡大

を強化し官公庁26先、民間派遣先２先の計28先の新規契約をすることにより増収となりましたが、テレ

マーケティング事業については、昨年一部クライアント先の業務の内製化が行われた影響をうけ、減収

となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間のアウトソーシング事業の売上高は、852百万円（前年同

期比2.3％減）、営業利益は、業務効率化と徹底したコスト管理により、35百万円（前年同期は営業利

益１百万円）となりました。 

  

③保育事業 

保育業界については、都市部を中心に多数の待機児童が生じており、保育サービスへの需要は依然高

い状況が継続しています。今後の子育て支援体制の整備が政策課題の中の最重要項目の一つとなってお

り、政府も待機児童問題を早期に解決すべく、様々な対策を検討しております。 

このような状況のもと、お子様をお持ちの共働き世代の方々が安心して働くことができる生活環境の

実現を目指し、認可園と認可外園及び学童保育を組み合わせた地域保育園として、当第１四半期連結会

計期間末時点で１都３県において保育園19園、学童施設１校の事業展開を推進しております。同時に、

保育事業単体での採算性確保に向け、不採算園の一部閉園等を実施し、体制整備を進めてまいりまし

た。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の保育事業の売上高は、169百万円（前年同期比7.6%減）

と減収になりました。一方、労務費を中心に経費の圧縮を実施したことにより営業損失16百万円（前年

同期は営業損失20百万円）となりました。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

 ①資産 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、5,521百万円(前期末比0.3％減)となり、流動資産は

4,497百万円(前期末比0.4％増)、固定資産は1,024百万円(前期末比3.4％減)であります。 

 流動資産の主な内容といたしましては、「現金及び預金」3,157百万円(前期末比9.7％減)、「売掛

金」689百万円(前期末比0.4％減)、「買取債権」526百万円(前期末比80.7％増)であります。 

 固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産396百万円(前期末比4.8％減)、無形固定資産

455百万円(前期末比9.5％減)、投資その他の資産171百万円(前期末比22.8％増)であります。  

②負債 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、934百万円(前期末比3.1％増)となり、流動負債は838百

万円(前期末比4.3％増)、固定負債は96百万円(前期末比6.6％減)であります。 

 流動負債の主な内容といたしましては、「未払法人税等」32百万円(前期末比14.3％増)、「賞与引当

金」135百万円(前期末比49.1％増)であります。 

 固定負債の主な内容といたしましては、「負ののれん」14百万円(前期末比12.5％減)であります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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③純資産 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、4,586百万円(前期末比0.9％減)となりました。 

  

平成26年１月期の業績予想につきましては、現時点では、平成25年３月14日公表の業績予想に変更は

ありません。なお、不透明な経済環境の中、当社を取り巻く事業環境も大きく変化してきているため、

第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。 

又、業績見通し等に変更が生じる場合は、速やかにお知らせいたします。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社グループは、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年２月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

なお、この変更が、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,495 3,157

売掛金 692 689

買取債権 291 526

未収入金 75 73

その他 65 191

貸倒引当金 △143 △141

流動資産合計 4,477 4,497

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 201 190

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品（純額） 213 205

有形固定資産合計 416 396

無形固定資産   

ソフトウエア 458 411

その他 45 44

無形固定資産合計 503 455

投資その他の資産   

差入保証金 122 143

その他 17 29

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 139 171

固定資産合計 1,060 1,024

資産合計 5,537 5,521

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 28 32

賞与引当金 90 135

その他 684 670

流動負債合計 803 838

固定負債   

負ののれん 16 14

その他 86 81

固定負債合計 102 96

負債合計 906 934

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 509 509

利益剰余金 3,120 3,077

株主資本合計 4,630 4,586

純資産合計 4,630 4,586

負債純資産合計 5,537 5,521
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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２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

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

売上高 1,779 1,711

売上原価 1,508 1,469

売上総利益 270 242

販売費及び一般管理費 235 234

営業利益 35 8

営業外収益   

受取利息 0 0

負ののれん償却額 2 2

貸倒引当金戻入額 1 －

事業譲渡益 1 2

その他 1 0

営業外収益合計 6 4

営業外費用   

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 42 12

税金等調整前四半期純利益 42 12

法人税、住民税及び事業税 20 32

法人税等調整額 △15 △0

法人税等合計 4 32

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

37 △19

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37 △19

JPNホールディングス㈱　(8718)　　平成26年１月期　第１四半期決算短信

－6－



 四半期連結包括利益計算書 
 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２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

37 △19

四半期包括利益 37 △19

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 37 △19

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。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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