
 

 
平成 28 年 10 月 25 日 

各  位 

株 式 会 社 フ ィ ス コ 

代 表 取 締 役 社 長 狩野 仁志 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３８０７） 

問い合わせ先：   

取締役管理本部長 松崎 祐之 

電 話 番 号 0 3（ 57 74 ）2 44 0（代表） 

 

 

子会社債権の回収不能に関するお知らせ 

 
当社の連結子会社である株式会社 SJI（以下、「SJI」といいます。）は、同社の連結子会社であ

る、SJ Asia Pacific Limited の貸倒引当金設定済みの債権につきまして、該当債権を回収する

ことが極めて困難であるとの見解を SJI の顧問弁護士より得た上で、本日、同社の取締役会にお

いて貸倒償却の決議をいたしました。これにともない、同社の連結子会社の債権の一部について

回収不能が生じましたので、添付のとおりお知らせいたします。 

なお、該当債権につきましては貸倒引当金を設定しておりますので、当社の連結業績に与える

影響は僅少と見込まれますが、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。 

 

以上 
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平成 28 年 10 月 25 日 

各      位 

東京都目黒区大橋一丁目５番１号 

株 式 会 社 Ｓ Ｊ Ｉ 

代表取締役社長     牛 雨 

（ＪＡＳＤＡＱ：２３１５） 

問合せ先：取締役     矢沼 克則 

℡ 0 3 - 5 6 5 7 - 3 0 0 0（代表） 

 

子会社債権の回収不能に関するお知らせ 

 

当社の連結子会社である、SJ Asia Pacific Limited （以下、「SJAP」といいます。）の貸倒引当金設

定済みの債権につきまして、当該債権を回収することが極めて困難であるとの見解を当社の顧問弁護士

より得た上で、本日、当社の取締役会において貸倒償却の決議をいたしました。これにともない、当社

の連結子会社の債権の一部について回収不能が生じましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 

１．回収不能となった経緯 

 当社はこれまで、売却可能な事業子会社については概ね売却を完了させており、残る子会社につきま

しても整理する方向で進めてまいりました。このたび、子会社整理の一環として当該債権の貸倒償却を

行うものであります。 
当社の連結子会社である SJAP の債権について回収の可能性が低いと思われたことから、貸倒引当金

を設定しておりますが、当社および SJAP は直接および弁護士経由で相手方に対し催促状を送付するな

どこれまで督促を行ってまいりました。下記の債権のうち、宝利世柏（北京）信息科技有限公司、上海

久正信息系統有限公司北京分公司、北京宝利信通科技有限公司、中弘康和（北京）管理諮詢有限公司お

よび隆梅資本管理有限公司に対する債権は、準拠法である中国法または香港法での消滅時効が経過して

おり、相手方（債務者）による時効の援用が予期されることから、当該債権を回収することが極めて困

難であるとの見解を当社の顧問弁護士より得ております。また、Clear Jolly Holdings Limited に対す

る債権は準拠法が日本法であるため、消滅時効は経過しておらず、相手方に対して訴訟を提起する事も

想定いたしましたが、訴訟費用等と債権額および相手方からの回収可能性等を比較した結果、経済的合

理性の観点から断念することとしました。これらのことから当社は下記、６件の債権について貸倒償却

の処理をすることが妥当であると判断いたしました。 

 

１．相手方の概要  

（１）名称 宝利世柏（北京）信息科技有限公司 

（２）所在地 Rm 10N Part B. Building 1. Beijing Hi-Tech Convention And 

Exhibition Center, No.48 West Road, North Sanhuan, Beijing 

China 

（３）代表者の役職・氏名 法定代表人 吴克 

（４）事業の内容 情報技術開発サービス等 

（５）資本金 10 百万人民元 

（６）設立年月日 2000 年５月 24日 

（７）債権の種類および金額 売掛債権 1.6 百万 USD（166 百万円）注１（全額貸倒引当金を設
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定済みであります。） 

 

（１）名称 上海久正信息系統有限公司北京分公司 

（２）所在地 802d. Guo ji gang, dong san huan rd. chao yang district, 

Beijing, China 

（３）代表者の役職・氏名 負責人 杜晓滨 

（４）事業の内容 情報技術サービス等 

（５）資本金 不明 

（６）設立年月日 2006 年５月 29日 

（７）債権の種類および金額 売掛債権 1 百万 USD（103 百万円）注１（全額貸倒引当金を設定

済みであります。） 

 

（１）名称 北京宝利信通科技有限公司 

（２）所在地 中国北京市海淀区中关村南大街２号 B座 13层 1603 

（３）代表者の役職・氏名 法定代表人 劉少甫 

（４）事業の内容 情報技術開発サービス等 

（５）資本金 50 百万人民元 

（６）設立年月日 2002 年５月 17日 

（７）債権の種類および金額 ①貸付債権 3.7 百万 USD（384 百万円）注１および利息 0.4 百

万 USD（47 百万円）注１ 

②貸付債権 295 百万円および利息 30百万円 

③貸付債権に基づく利息 1 百万人民元（25 百万円）注２（全額 

貸倒引当金を設定済みであります。） 

 

（１）名称 中弘康和（北京）管理諮詢有限公司 

（２）所在地 中国北京市海淀区中关村南大街２号 B座 13层 1603 

（３）代表者の役職・氏名 法定代表人 劉少甫  

（４）事業の内容 情報技術開発等 

（５）資本金 0.5 百万人民元 

（６）設立年月日 2008 年 12 月 29 日 

（７）債権の種類および金額 持分譲渡契約に基づく売買債権 2.3 百万人民元（35百万円）
注２（全額貸倒引当金を設定済みであります。） 

 

（１）名称 隆梅資本管理有限公司 

（２）所在地 中国北京市朝阳区建国门外大街中海大厦中楼 29层 2905 室 

（３）代表者の役職・氏名 法定代表人 齐晓枫 

（４）事業の内容 投資管理、資産管理等 

（５）資本金 50 百万人民元 

（６）設立年月日 2010 年３月 11日 

（７）債権の種類および金額 持分譲渡契約に基づく売買債権 35 百万人民元（536 百万円）
注２（全額貸倒引当金を設定済みであります。） 

 

（１）名称 Clear Jolly Holdings Limited 

（２）所在地 A801、New Henry House, 10 Ice House Street, Central, 

Hongkong 

（３）代表者の役職・氏名 不明 
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（４）事業の内容 不明 

（５）資本金 不明 

（６）設立年月日 不明 

（７）債権の種類および金額 貸付債権に基づく利息 0.02 百万 USD（2 百万円）注１（全額貸

倒引当金を設定済みであります。） 

注１：為替レート 103.88 円／USD 適用（平成 28年 10 月 24 日現在） 

注２：為替レート 15.34 円／人民元 適用（平成 28 年 10 月 24 日現在） 

 

２．今後の見通し 

上記債権につきましては貸倒引当金を設定しておりますので、当社の個別および連結業績に与える影

響は僅少と見込まれますが、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。 

 

以 上 

 

（参考） 

平成28年10月期（平成27年11月１日～平成28年10月31日）連結業績予想および前期（平成27年４月１日

～平成27年10月31日）実績 

（単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

通期予想 
5,326 314 264 334 

前期実績※ 

（平成27年10月期） 
4,126 △265 △552 △6,060 

※ 平成27年10月期は、決算期の変更により平成27年４月１日から平成27年10月31日までの７ヵ月間と

なっております。 


