
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

     

 
     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年１月期第２四半期の連結業績（平成25年２月１日～平成25年７月31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２四半期 3,420 △3.7 11 △64.5 24 △44.5 △6 ―
25年１月期第２四半期 3,551 △1.2 31 △59.8 44 △52.7 23 △3.0

(注) 包括利益 26年１月期第２四半期 △6百万円( ―％) 25年１月期第２四半期 23百万円( △3.0％)

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２四半期 △1.34 ―
25年１月期第２四半期 4.77 ―

（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２四半期 5,458 4,599 84.3
25年１月期 5,537 4,630 83.6

(参考) 自己資本 26年１月期第２四半期 4,599百万円 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 ― 0.00

26年１月期(予想) ― 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

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



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 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２Ｑ 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２Ｑ 34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２Ｑ 4,936,396株 25年１月期２Ｑ 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、四半期連結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。
 当社は、平成25年９月13日（金）に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。
この説明会で配布する資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権下での大胆な金融緩和政策や経済政策への

期待感から景気の回復基調が継続し個人消費も順調な伸びを示すなど、緩やかな回復基調にありまし

た。 

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するとともに、現在政府が進めてい

る、待機児童解消推進施策、労働者派遣法改正への動向等を注視し経営環境の変化への迅速な対応を図

ってまいります。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、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り、新規売上

高は増加いたしましたが、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、既存先の売

上高が減少いたしました。また、保育事業につきましても採算性の確保に向け不採算園の閉園を実施し

たことによる保育収益の減少により、売上高は3,420百万円（前年同期比3.7%減）と減収になりまし

た。 

営業経費につきましては、平成25年12月末日を目途に新潟センター移転計画の決定により償却費等の

費用が増加いたしましたが、アウトソーシング事業、保育事業において労務費を中心とした経費の抑制

を図り、営業費用は3,409百万円（前年同期比3.1%減）となりました。    

これらの結果、営業利益は11百万円（前年同期比64.5%減）、経常利益は24百万円（前年同期比44.5%

減）、四半期純損失６百万円（前年同期は四半期純利益23百万円）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。 

サービサー市場は中小企業金融円滑化法の終了以降、金融機関が引き続き資金繰り支援を続けている

こともあり、倒産件数は減少傾向であります。 

また、金融機関からの債権売却（バルクセール等）は、若干の増加傾向がみられるものの、依然とし

て債権価格は高騰しており、入札競争の引き続き厳しい状況は変わっておりません。 

このような状況のもと、当第２四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、従来のノンバンク業界への入札参加に加え、金融機関、保証会社への営業を強化した結果、債権

買取事業では新たに12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10先との契約、リサーチ事業については13先との契約を締結いたしました。また、オー

トローン債権の業務代行事業につきましては、６月に新たに福岡市に出張所を開設し全国展開に向けた

体制を整備し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引き続き減少いたしました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間のサービサー事業全体での売上高は1,425百万円（前年同

期比0.3％減）、営業利益は36百万円（前年同期比11.5%減）となりました。 

  

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。 

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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 人材ビジネス業界を取り巻く環境は、人材の需給に関連する有効求人倍率や完全失業率に緩やかなが

ら改善傾向が見られるなど、景気拡大傾向に伴って各雇用関連指標が概ね良好に推移したことを受け、

人材サービスに関する需要も全体として堅調に推移いたしました。 

このような状況のもと、当第２四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33先、民間派遣先６先の計39先の新規契約をすることにより新規売上高積み上げを図り

ましたが、既存取引先での直接雇用契約の推進及び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、人材派遣事業、テレマーケティング事業ともに減収となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間のアウトソーシング事業の売上高は、1,696百万円（前年

同期比5.1％減）、一方、営業利益は業務効率化と徹底したコスト管理により、69百万円（前年同期比

150.7％増）となりました。 

  

③保育事業 

保育業界におきましては、都市部を中心に未だ多くの待機児童が生じており、保育の需要は依然とし

て高い状況が続いております。このため、政府は「待機児童解消加速化プラン」を発表するなど、待機

児童解消に向けた取り組みを進めております。 

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、各自治体で推進している認証園と従来の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２四半期連結会計期間末時点で１都２県において保育園17園、学童施設１校の事業展開

を推進しております。一方、保育事業での採算性確保に向け、不採算園の一部閉園等を実施したことに

より、労務費を中心に経費の圧縮をいたしましたが、売上高は減収となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の保育事業の売上高は、298百万円（前年同期比10.5％

減）、営業損失42百万円（前年同期は営業損失68百万円）となりました。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

①資産 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、5,458百万円(前期末比1.4％減)となり、流動資産は

4,515百万円(前期末比0.9％増)、固定資産は943百万円(前期末比11.0％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」3,226百万円(前期末比7.7％減)、「売掛

金」762百万円(前期末比10.2％増)、「買取債権」476百万円(前期末比63.6％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355百万円(前期末比14.6％減)、無形固定資産

408百万円(前期末比18.9％減)、投資その他の資産179百万円(前期末比28.0％増)であります。  

②負債 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、859百万円(前期末比5.2％減)となり、流動負債は794百

万円(前期末比1.2％減)、固定負債は65百万円(前期末比36.6％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」39百万円(前期末比37.4％増)、「賞与引当

金」84百万円(前期末比6.9％減)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」12百万円(前期末比25.0％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２四半期連結会計期間末の純資産合計は、4,599百万円(前期末比0.7％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。 

  

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、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２四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。 

  

（会計上の見積りの変更） 

当社は、平成25年７月25日開催の取締役会において、平成25年12月末日までに新潟センターを移転

することを決定いたしました。これにより、移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を

移転予定日までの期間に変更し、残存期間で償却しております。また、当該物件の不動産賃借契約に

伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、支出発生までの見込期間を短縮してお

ります。 

 この変更により、従来に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ16百万円減少しております。 

  

（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２四半期連結会計期間 
(平成25年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,495 3,226

売掛金 692 762

買取債権 291 476

未収入金 75 28

その他 65 163

貸倒引当金 △143 △142

流動資産合計 4,477 4,515

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 201 171

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品（純額） 213 183

有形固定資産合計 416 355

無形固定資産   

ソフトウエア 458 365

その他 45 42

無形固定資産合計 503 408

投資その他の資産   

差入保証金 122 162

その他 17 17

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 139 179

固定資産合計 1,060 943

資産合計 5,537 5,458

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 28 39

賞与引当金 90 84

その他 684 670

流動負債合計 803 794

固定負債   

負ののれん 16 12

その他 86 52

固定負債合計 102 65

負債合計 906 859

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 3,089

自己株式 － △0

株主資本合計 4,630 4,599

純資産合計 4,630 4,599

負債純資産合計 5,537 5,458
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31日) 

売上高 3,551 3,420

売上原価 3,061 2,949

売上総利益 489 470

販売費及び一般管理費 457 459

営業利益 31 11

営業外収益   

受取利息 0 0

負ののれん償却額 4 4

補助金収入 8 －

事業譲渡益 3 6

その他 4 2

営業外収益合計 21 13

営業外費用   

固定資産圧縮損 8 －

その他 0 0

営業外費用合計 9 0

経常利益 44 24

特別利益   

固定資産売却益 － 1

特別利益合計 － 1

税金等調整前四半期純利益 44 26

法人税、住民税及び事業税 21 35

法人税等調整額 △0 △2

法人税等合計 21 33

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（△）

23 △6

四半期純利益又は四半期純損失（△） 23 △6

－6－

JPNホールディングス㈱　(8718)　　平成26年１月期　第２四半期決算短信



 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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31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（△）

23 △6

四半期包括利益 23 △6

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 23 △6

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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