
株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、生産及び輸出

の一部に上向きの動きが見られたものの、全体としては東日本大震災

の影響により、厳しい状況が続きました。

このような状況のもと、当社グループは、資産と負債の圧縮及びコスト

の削減、受託業務の拡大等による資金効率を高めた収益構造への転

換を図ることを重点課題とし、経営改善に努めております。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜

りますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ

代表取締役社長

森泉　浩一
もりいずみ ひろかず

NISSIN SERVICER

株主名簿管理人
みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行株式会社
証券代行部　　TEL. 0120-288-324
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当第１四半期連結累計期間の営業収益につきましては、買取債権回収高が
869百万円（前年同期比19.6%減）、不動産賃貸収入180百万円（同8.7%増）、そ
の他の収益216百万円（同26.9%増）を合わせ、合計では1,266百万円（同10.7%
減）となりました。
営業費用につきましては、買取債権回収高に伴う債権買取原価が594百万円

（同2.7%増）、不動産賃貸原価17百万円（同23.8％減）、その他の原価17百万円
（同7.1%減）を合わせ、合計では629百万円（同1.4%増）となりました。この結果、営
業総利益は636百万円（同20.1%減）となりました。
販売費及び一般管理費につきましては、主に給料手当65百万円（同12.5%
増）、貸倒関連費用47百万円（同10.2％減）等を計上し、合計331百万円（同18.9%
減）となりました。この結果、営業利益は305百万円（同21.3％減）となりました。
営業外収益は5百万円（同90.3%減）となり、また、営業外費用につきましては、
主に支払利息231百万円（同6.1%減）により、合計で324百万円（同22.1%増）とな
りました。この結果、経常損失は△14百万円（前年同期は経常利益174百万円）と
なりました。
特別利益は1百万円（前年同期比27.5%減）となり、債務保証先の破産手続開
始決定により債務保証損失引当金1,321百万円を特別損失として計上したことか
ら、税金等調整前四半期純損失△1,333百万円（前年同期は税金等調整前四半
期純利益171百万円）となりました。
また、法人税等1百万円、少数株主利益21百万円（前年同期比18.9%増）の計
上により、四半期純損失は△1,356百万円（前年同期は四半期純利益148百万
円）となりました。

第11期（平成24年3月期）第1四半期連結決算のご報告

連結営業収益 1,266百万円 （前年同期 1,417百万円）
連結経常利益又は △14百万円 （前年同期 174百万円）経常損失（△）
連結四半期純利益又は △1,356百万円 （前年同期 148百万円）四半期純損失（△）
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資 本 金      30億3,632万円

従業員数 連結 50名

連結営業収益

連結四半期純利益又は四半期純損失（△）

連結経常利益又は経常損失（△）
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