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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第５期

第３四半期
連結累計期間

第６期
第３四半期
連結累計期間

第５期

会計期間

自 平成25年
   ２月１日
至 平成25年
   10月31日

自 平成26年
   ２月１日
至 平成26年
   10月31日

自 平成25年
   ２月１日
至 平成26年
   １月31日

売上高 (百万円) 5,100 4,705 6,629

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 54 38 △79

四半期(当期)純損失(△) (百万円) △7 △281 △152

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) △7 △281 △152

純資産額 (百万円) 4,598 4,171 4,453

総資産額 (百万円) 5,438 5,067 5,336

１株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)

(円) △1.56 △57.02 △30.92

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 84.5 82.3 83.5
 

　

回次
第５期

第３四半期
連結会計期間

第６期
第３四半期
連結会計期間

会計期間

自 平成25年
   ８月１日
至 平成25年
   10月31日

自 平成26年
   ８月１日
至 平成26年
   10月31日

１株当たり四半期純損失
金額(△)

(円) △0.22 △30.84

 

(注) １   売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、

また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策などの下支え効果により、景気の回復基調が

続くことが引き続き期待されています。しかし、個人消費につきましては、消費税増税後の消費者行動の変化、円

安傾向による原材料価格の上昇、夏場の天候不順の影響などが要因となり、反動減からの回復が緩慢であります。

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高につきましては債権買取事

業及び官公庁向け業務は増収となりました。しかしながら、一部クライアント先での業務の内製化及びノンバンク

各社の債権健全化により業務代行事業、リサーチ事業、民間派遣事業、テレマーケティング事業の各事業は引き続

き減収となりました。また、保育事業につきましても不採算園の譲渡に伴い減収となり、当社グループ全体の売上

高は4,705百万円（前年同期比7.7%減）となりました。営業費用につきましては、現行進めている経費削減施策の

効果に加え、保育事業での不採算園の譲渡・閉園を進めた結果、営業費用の合計は4,681百万円（前年同期比7.9%

減）となりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間での営業利益は23百万円（前年同期比21.8％増）、経常利益は38百万

円（前年同期比30.3％減）となりました。さらにこの度、将来の持続的成長を図るため、競争力強化に向けた拠点

の再編成及びシステムの再構築等の踏み込んだ構造改革を推し進めてまいります。事業構造改善費用を特別損失と

して217百万円計上したことから、四半期純損失は281百万円（前年同期は四半期純損失７百万円）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

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

債権買取事業は、平成25年３月末日をもって中小企業金融円滑化法が適用期限を迎えて以降、金融機関の債権売

却（バルクセール等）は増加傾向にあるものの、サービサー間での競争激化により、依然として債権価格は高騰し

ており、買取事業における入札環境は引き続き厳しい状況となっております。

また、小口無担保マーケットにおいても、カードショッピングは拡大基調が続いておりますが、カードキャッシ

ング市場は本格的な回復には至っておらず、ノンバンク各社での債権管理強化による債権健全化の影響もあり、受

託件数は引き続き減少しました。

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間において、来期以降の拡大を見据えた新たな債権の買い取り

を積極的に行い、当第３四半期連結累計期間末における買取債権残高は609百万円（前期末比36.2％増）となりま

した。しかしながら、当第３四半期連結累計期間においては、オートローン業務の受託件数や車両引き揚げ後の債

権数が想定よりも伸長せず、また、業務代行事業での内製化による影響もあり減収となりました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間のサービサー事業全体の売上高は2,029百万円（前年同期比6.6％減）

と減収となりました。営業損益につきましては、受託件数の減少に伴う減収に加え、貸倒引当金を計上したことに

より、サービサー事業の営業損失は、88百万円（前年同期は営業利益25百万円）となりました。
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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、景気回復に伴い雇用情勢は着実に改善が進み、各種人材サービスに対する

需要も増加傾向で推移いたしました。一方で人材の供給面においては需給の逼迫感が強まりつつあり、人材の不足

感が高まっております。また、官公庁ビジネスにおいては、従来からの納付勧奨業務等の架電業務に加え、市民課

等での窓口業務など、民間への委託業務が増加し、市場は引き続き拡大しております。

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間においては、官公庁向け業務については、当社の強みである

納付勧奨業務のコールセンター委託提案に合わせ、新たな事業領域への進出に向けた取り組みを強化したことによ

り、契約先数が増加し増収となりました。一方、民間派遣については、クライアント先からの派遣・人材紹介の

オーダー数は着実に増えつつも、優良人材の獲得競争が激化、また自由化業務の抵触日到来による契約終了の影響

もあり減収となりました。また、テレマーケティング事業についても、昨年に引き続き一部クライアント先で業務

の内製化が行われた影響や継続した債権管理強化による債権健全化が影響し減収となりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間のアウトソーシング事業の売上高は2,347百万円（前年同期比6.2％

減）、営業利益は95百万円（前年同期比8.9％減）となりました。

 
③保育事業

保育業界においては、依然として都市部を中心に多く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

い状況が継続しております。その中で政府は、成長戦略の一つに「待機児童解消加速化プラン」として、「待機児

童ゼロ」を目指す方針を掲げており、今後も子育て支援体制の整備が政策課題の最重要項目の一つとなっておりま

す。

このような状況のもと、当社グループでは、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、各自治体の協力のもと平成26年４月から都内に３園の小規模保育室の運営を開始するとと

もに、川崎市内で運営しておりました認可外保育施設２園も自治体の認定を受け、川崎市認定保育園となりまし

た。

前連結会計年度から引き続き、認可外の不採算園の譲渡・閉園を行っておりますが、当第３四半期連結会計期間

においても、認可外園２園、学童施設１校の譲渡を実施し、当第３四半期連結会計期間末時点の保育施設数は認可

外保育園１園、許認可型保育園７園、合計で保育園８園の運営を展開しております。その結果、当第３四半期連結

累計期間の保育事業の売上高は328百万円（前年同期比22.9%減）、営業損失31百万円（前年同期は営業損失60百万

円）となりました。

 
(2) 財政状態の分析

①資産

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、5,067百万円(前期末比5.0％減)となり、流動資産は4,490百万円(前

期末比2.4％増)、固定資産は576百万円(前期末比39.2％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」3,238百万円(前期末比4.1％減)、「売掛金」739百万

円(前期末比19.3％増)、「買取債権」609百万円(前期末比36.2％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212百万円(前期末比43.0％減)、無形固定資産189百万円

(前期末比52.0％減)、投資その他の資産174百万円(前期末比3.6％減)であります。

 

②負債

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、895百万円(前期末比1.4％増)となり、流動負債は860百万円(前期末

比3.5％増)、固定負債は34百万円(前期末比32.0％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」34百万円(前期末比39.2％減)、「賞与引当金」119百

万円(前期末比46.1％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」２百万円(前期末比75.0％減)であります。

 

③純資産

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、4,171百万円(前期末比6.3％減)となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,000,000

計 16,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年12月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,936,336 4,936,336
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
 

単元株式数は100株であります。

計 4,936,336 4,936,336 ― ―
 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年10月31日 ― 4,936,336 ― 1,000 ― 500
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成26年７月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成26年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
　普通株式

4,935,900
49,359 ―

単元未満株式 436 ― ―

発行済株式総数 4,936,336 ― ―

総株主の議決権 ― 49,359 ―
 

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権４個）含まれて

おります。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成26年８月１日から平成

26年10月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年２月１日から平成26年10月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【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26年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年10月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,376 3,238

  売掛金 620 739

  買取債権 447 609

  未収入金 35 25

  その他 98 131

  貸倒引当金 △190 △254

  流動資産合計 4,387 4,490

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※  150 ※  107

   車両運搬具（純額） 0 －

   工具、器具及び備品（純額） 202 102

   建設仮勘定 19 3

   有形固定資産合計 373 212

  無形固定資産   

   ソフトウエア 360 173

   その他 33 16

   無形固定資産合計 393 189

  投資その他の資産   

   差入保証金 165 159

   その他 17 16

   貸倒引当金 △1 △1

   投資その他の資産合計 181 174

  固定資産合計 948 576

 資産合計 5,336 5,067

負債の部   

 流動負債   

  未払法人税等 56 34

  賞与引当金 82 119

  事業構造改善引当金 ― 10

  その他 692 695

  流動負債合計 831 860

 固定負債   

  負ののれん 8 2

  その他 42 32

  固定負債合計 51 34

 負債合計 883 895

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 2,943 2,662

  株主資本合計 4,453 4,171

 純資産合計 4,453 4,171

負債純資産合計 5,336 5,067
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年２月１日
　至 平成25年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年２月１日
　至 平成26年10月31日)

売上高 5,100 4,705

売上原価 4,400 4,006

売上総利益 700 698

販売費及び一般管理費 681 675

営業利益 19 23

営業外収益   

 受取利息 1 1

 負ののれん償却額 6 6

 事業譲渡益 6 6

 補助金収入 ― ※1  37

 物品売却益 12 ―

 その他 8 3

 営業外収益合計 35 54

営業外費用   

 固定資産圧縮損 ― ※2  37

 その他 0 3

 営業外費用合計 0 40

経常利益 54 38

特別利益   

 固定資産売却益 2 0

 資産除去債務戻入益 1 ―

 特別利益合計 3 0

特別損失   

 減損損失 ― ※3  37

 事業構造改善費用 ― ※3,※4  217

 固定資産除却損 0 3

 固定資産売却損 ― 0

 特別損失合計 0 258

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

58 △219

法人税、住民税及び事業税 68 60

法人税等調整額 △2 1

法人税等合計 65 61

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7 △281

四半期純損失（△） △7 △281
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年２月１日
　至 平成25年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年２月１日
　至 平成26年10月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7 △281

四半期包括利益 △7 △281

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △7 △281

 少数株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更等）

該当事項はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 国庫補助金等の受入により、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成26年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年10月31日)

建物 17百万円 54百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)　

※1 補助金収入

  当第３四半期連結累計期間(自 平成26年２月１日 至 平成26年10月31日)

認定保育所開設に伴う地方公共団体からの開設準備経費補助金であります。　

 

※2 固定資産圧縮損

  当第３四半期連結累計期間(自 平成26年２月１日 至 平成26年10月31日)

上記※1の受入による圧縮損であります。　

 
※3 減損損失

当社グループは、原則として、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分（会社別、事業別）を単位と

してグルーピングを行っております。ただし、保育園等独立して営業損益が把握可能な場合は、保育園単位として

おります。

 当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年２月１日 至 平成26年10月31日)

用途 種類 場所
減損損失
(百万円)

四半期連結損益計算書上
の計上科目

回収系基幹システム等
ソフトウエア、
工具、器具及び備品　他

東京都豊島区　他 133 事業構造改善費用

買取債権システムのマイグ
レーション投資

ソフトウエア仮勘定 東京都豊島区　他 74 事業構造改善費用

オートローン業務に関連す
る資産

のれん　他 北海道札幌市　他 17 減損損失

保育園 建物　他 神奈川県横浜市 19 減損損失

 

回収系基幹システム等及び買取債権システムのマイグレーション投資については、事業構造改革の一環として

サービサー事業で使用しているシステムの切替の意思決定がなされ、当初の予定よりも著しく早期に処分される見

込みとなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しました。なお、回収可能価額は使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを6.1％の割引率で割り引いて算定しております。

　オートローン業務に関連する資産については、収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しまし

た。なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、
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回収可能価額を零として評価しております。

　保育園については、当該資産の売却の方針の決定により損失が発生する見込みとなったため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額しました。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却予定価格を基に算定して

おります。

 
※4 事業構造改善費用

事業構造改革に伴い発生したもので、内容は次のとおりであります。　

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年２月１日
　至　平成25年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年２月１日
　至　平成26年10月31日)

減損損失 ― 207百万円

割増退職金 ― 　8百万円

センター閉鎖費用 ― 　2百万円
 

 

EDINET提出書類

ＪＰＮホールディングス株式会社(E22102)

四半期報告書

14/20



 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれん償却額及び負の

のれん償却額は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年２月１日
至 平成25年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年２月１日
至 平成26年10月31日)

減価償却費 322百万円 210百万円

のれん償却額 3百万円 3百万円

負ののれん償却額 △6百万円 △6百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 平成25年２月１日 至 平成25年10月31日）

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月26日
取締役会

普通株式 24 5 平成25年１月31日 平成25年４月30日 利益剰余金
 

 

 (2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

     該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年２月１日　至　平成26年10月31日）

 (1) 配当金支払額

 　 該当事項はありません。

 (2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

     該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年２月１日 至 平成25年10月31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
（注）２

サービサー
事業

アウトソー
シング事業

保育事業 計

 売上高       

　外部顧客への
　売上高

2,172 2,502 425 5,100 ― 5,100

　セグメント間
　の内部売上高
　又は振替高

― 49 ― 49 △49 ―

計 2,172 2,551 425 5,149 △49 5,100

セグメント利益
又は損失(△)

25 104 △60 69 △50 19
 

（注）1.　セグメント利益又は損失(△)の調整額 △50百万円は、各セグメントに配分していない全社費用等でありま
す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び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利益と調整を行っております。
　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年２月１日 至 平成26年10月31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
（注）２

サービサー
事業

アウトソー
シング事業

保育事業 計

 売上高       

　外部顧客への
　売上高

2,029 2,347 328 4,705 ― 4,705

　セグメント間
　の内部売上高
　又は振替高

― 48 ― 48 △48 ―

計 2,029 2,395 328 4,753 △48 4,705

セグメント利益
又は損失(△)

△88 95 △31 △24 48 23
 

（注）1.　セグメント利益又は損失(△)の調整額 48百万円は、各セグメントに配分していない全社費用等でありま
す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び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利益と調整を行っております。
　

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「サービサー事業」及び「保育事業」セグメントにおいて、減損損失を計上しております。なお、当該減損損

失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては「サービサー事業」225百万円、「保育事業」19百万円であ

りますが、四半期連結損益計算書上、一部は「事業構造改善費用」に計上しております。

 
(のれんの金額の重要な変動)

「サービサー事業」セグメントにおいて、のれんの減損を行ったことにより、のれんの金額に重要な変動が生

じております。当該事象によるのれんの減少額は、当第３四半期連結累計期間においては15百万円であります。

なお、上記（固定資産に係る重要な減損損失）の中に当のれんの減損も含めて記載しております。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。　

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年２月１日
至 平成25年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年２月１日
至 平成26年10月31日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △1.56円 △57.02円

(算定上の基礎)   

四半期純損失金額(△)(百万円) △7 △281

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額(△)(百万円) △7 △281

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,936 4,936
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成２６年１２月１１日

ＪＰＮホールディングス株式会社

  取   締   役   会   御中 

 

有限責任監査法人   ト  ー  マ  ツ
 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士   石　井 哲　也     印
 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士   箕　輪　恵美子     印
 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＪＰＮホー

ルディングス株式会社の平成２６年２月１日から平成２７年１月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成２６年８月１日から平成２６年１０月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２６年２月１日から平成

２６年１０月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四

半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＪＰＮホールディングス株式会社及び連結子会社の平成２６年１

０月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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