
平成18年12月期 決算短信（連結）   
平成19年２月16日

会社名 株式会社山田債権回収管理総合事務所 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 4351 本社所在都道府県 神奈川県 

(URL　http://www.yamada-servicer.co.jp)

代表者 役職名　 代表取締役社長 

 氏名 山田晃久 

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役総務部長 

 氏名　 湯澤邦彦 ＴＥＬ　　（045）325－3911

決算取締役会開催日 平成19年２月16日

親会社等の名称 有限会社ヤマダ 　　　　　　　　　　　　 親会社等における当社の議決権所有比率25.7％
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１．平成18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 2,009 (△22.6) 457 (△50.8) 584 (△42.3)

17年12月期 2,597 (　17.1) 929 (　29.1) 1,012 (　27.1)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 280
(△

40.9)
67 68 67 40 8.9 14.5 29.1

17年12月期 475
(　

28.8)
115 74 114 50 17.0 28.4 39.0

（注）①持分法投資損益 18年12月期 △4百万円 17年12月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年12月期          4,147,384株 17年12月期 4,104,204株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月期 4,056 3,286 80.9 790 95

17年12月期 3,982 3,037 76.3 732 97

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月期          4,148,100株 17年12月期 4,144,100株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月期 △296 △284 190 739

17年12月期 △266 △216 △3 1,125

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ５社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ２社 （除外） －社 持分法（新規） １社 （除外） －社

２．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 1,150 326 186

通　期 2,400 750 427

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 102円98銭
※　 業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を含

んでいます。従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたし
ます。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知お
きください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域をとりまく景気、不動産市況、金利、為
替動向等の社会・経済動向の変化が含まれます。
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１．企業集団の状況
 （1）事業の内容

　当社グループは、当社、子会社５社（株式会社船井財産コンサルタンツ横浜、ワイエスインベストメント株式会社、

株式会社日本エスクロー信託、その他２社）、及び重要な関連当事者である当社社長山田晃久が個人で経営する「山田

司法書士・土地家屋調査士総合事務所」で構成されております。

　系統図は以下のとおりであります。

 

山田司法書士・ 
土地家屋調査士総合事務所 

【連結子会社】 
ワイエス 
インベストメント㈱ 

【連結子会社】 
㈱船井財産 
コンサルタンツ横浜 
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財産管理 
コンサル 
ティング 

②登記サービス 
売上 

①登記申請 
業務売上 

④支払い 

③登記申請業務代金の請求・回収代行 

⑤測量サービス売上 

⑤コンサルティング（デｭーデリジェンス）売上 

⑤債権の管理回収業務、企業再生コンサル業務 

債権の購入 
金融機関等 

債権の購入 

㈲山田再生ファンド 

⑥管理回収委託・ 
企業再生コンサル 
委託 

⑥匿名組合出資 

投 

資 

家 

⑤財産管理コンサルテｨング売上 

登記・測量・ 
不動産鑑定・ 
仲介業務等の紹介 

財産管理 
コンサル 
ティング売上 
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①　登記申請業務は、「山田司法書士・土地家屋調査士総合事務所」で受託し、同総合事務所が登記申請を行います。

②　当社は、登記申請業務の内「登記申請書類及び添付書類のタイプ印書、謄写、印刷」のみを行い同総合事務所に売

上計上します。

③　登記申請業務に関する報酬の請求・回収業務は一括して当社がまとめて代行実施しております。

④　③で代行回収した「山田司法書士・土地家屋調査士総合事務所」の報酬から当社報酬を相殺し、残額を同総合事務

所に支払います。

⑤　測量サービス業務やコンサルティング業務等は当社が直接顧客から業務を受託します。

⑥　ワイエスインベストメント株式会社は、有限会社山田再生ファンドが購入する債権に匿名組合出資者として投資家

と共に投資いたします。なお、有限会社山田再生ファンドが購入した債権の回収並びに再生コンサルティングは、
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当社が受託し業務を引き受けます。

 （2）関係会社の状況

　　① 連結子会社

名称 住所 資本金（千円） 主要な事業の内容
議決権の所有

割合（％）
関係内容

 ㈱船井財産コンサル

タンツ横浜
 神奈川県横浜市西区 10,000

 財産に関する総合コ

ンサルタント業 
88  役員の兼任１名

 ワイエスインベスト

メント㈱（注）１
 神奈川県横浜市西区 300,000  投資業 100  役員の兼任３名 

 ㈱日本エスクロー信

託（注）１・２
 神奈川県横浜市西区 200,000  管理型信託業 100  役員の兼任２名  

 （注）１．特定子会社に該当しております。

 　　　２．平成18年７月に当社全額出資による増資を行っております。

 　 ② 重要な関連当事者

     　「（1）事業の内容」のとおり重要な関連当事者である当社社長山田晃久が個人で経営する「山田司法書士・土地

家屋調査士総合事務所」（以下山田晃久事務所という。）の状況を関係会社に準じて参考までに記載すると以下のと

おりであります。

 （平成18年12月31日現在）

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有割合又

は被所有割合
関係内容

 山田司法書士・土

地家屋調査士総合

事務所

 神奈川県横浜市西

区  
－  登記関連事業 － 

 当社に登記業務の

一部を委託してい

る。当社従業員145

名が出向してい

る。 

 （注）１．法人格はなく当社代表取締役社長山田晃久が個人事業主として運営している事務所であります。

 　　　２．山田晃久事務所の所得は、以下の方法により算出されております。

 　　　　① 当社及び山田晃久事務所との間で覚書を締結し、報酬総額を当社及び山田晃久事務所の人件費等総原価割合

で按分する。

         ② 山田晃久事務所の人員は、代表者山田晃久以外はすべて当社からの出向者であり、出向者の人件費等はすべ

て事業所経費として事務所が負担する。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、「顧客第一主義」を経営理念に掲げ、「不動産・債権の取引のワンストップサービス会社」をビ

ジネスモデルとして、不動産並びに債権債務に関わる多岐多様なニーズに対応し、各分野の専門家をコーディネート

して登記サービス業務、測量サービス業務、サービサー・デューデリジェンスを含むコンサルティング業務を行って

おります。

　公正で中立な業務の伝統にささえられた信頼性の高いサービスをお客様にご提供すると共に、変化を先取りした新

しいサービスの開拓によって他社との差別化を強化し、継続的な企業成長を実現していきます。

　不断に経営の健全性・効率性を高め、迅速な意思決定の下に透明な経営とコンプライアンス（法令遵守）を徹底し、

株主・顧客・従業員の利益の最大化を図ってまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、業績・配当性向を総合的に勘案しながら安定

かつ継続的な配当の維持を基本方針としております。

　また、内部留保資金につきましては、企業体質の強化を図り将来の事業拡大のために活用して行く方針であります。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

　現時点での投資単位の引き下げにつきましては、特段の措置を講じる必要はないものと判断しておりますが当社の

株価が長期的、継続的に現在の水準を大幅に上回って推移する状態になった場合には改めて検討したいと考えており

ます。

(4）目標とする経営指標

　当社がサービス提供会社であることから、重視すべき経営指標としては株主資本当期純利益率（ROE）とし、目標

ROE12％以上の安定的な実現を目指してまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、「不動産・債権の取引のワンストップサービス」をビジネスモデルとして、一貫した効率的なサービスの

ご提供と高い専門性を発揮し、お客様の多様なニーズにお応えすることを通して他社との差別化をはかり、安定的・

継続的な成長を実現してまいります。

 

　登記サービスは不動産登記のオンライン化に伴い「当事者出頭主義」の廃止、登記原因証明情報の提供、「登記済

証（権利証）」から「登記識別情報」への変更等々、多岐にわたり制度が改革されました。当社はこうした変革に積

極的に対応し、お客様サービスの維持・向上に努めてまいります。

　また、業務処理においては平成18年11月に新情報管理システムを導入し、業務の一層の効率化・合理化を推進して

いくと共に、お客様の大切な個人情報保護の安全性・信頼性を高めてまいります。

 

　コンサルティング業務においては、債権の流動化・証券化および回収業務の基となるデューデリジェンス（適正評

価手続き）に高い評価と信頼を得ており、不良債権分野のみならず、不動産の証券化や住宅ローンなど正常債権に関

連する需要も今後の伸長が見込まれ、引き続き拡充に注力してまいります。

 

　当社の子会社である株式会社日本エスクロー信託は、平成18年11月に「管理型信託会社」として関東財務局への登

録が完了し、平成19年1月より営業開始に至りました。現在、不動産金融技術の一層の高度化・複雑化、並びに不動産

登記オンライン化の導入等が進む中で、不動産関連取引の安全確実な成立を強力にサポートするため、信託機能を活

用した資金決済機能を有する、我が国で初めてとなる本格的な不動産エスクロー業務（第三者寄託制度）の事業化を

目指すものです。 

　当面、不動産・金融・証券等へ新規機能を企画提案型で浸透を図りつつ、不動産取引に関する資金決済に加え、Ｍ

＆Ａ取引に関連する資金決済、金銭消費貸借契約に関連する資金決済へと事業分野を発展させてまいります。

      また、エスクロー業務は当社の登記サービスや不動産取引等との関連での相乗効果も見込んでおります。 

－ 4 －



      平成10年10月にサービサー法の制定以降、サービサー業界における取扱債権の累計額は180兆円を超える規模まで成

長し、大手金融機関の不良債権処理が一巡したとはいえ、金融機能の復元は依然課題として残り、特に地方経済や地

域金融機関においては依然として不良債権処理や事業再生の取組みのまっただ中にあります。

　　　経済社会においてサービサーの広範囲な関与へのニーズが寄せられる中、全国サービサー協会ではサービサーの取

扱債権（特定金銭債権）の拡大を求め、現在、サービサー法の改正が進行しております。

 　　 その大きな分野としては①事業再生・倒産に関する債権 ②金融機関等が有する債権 ③資産流動化関連債権 ④ファ

クタリング関連債権 ⑤保証関連債権等、今後の経済市場の進展に相応しいサービサーの活躍分野の更なる拡大を目指

しております。

      当社のサービサー分野では、このようなサービサーを取り巻く環境変化に対応して、

      １）当社の特色である「独立系サービサー会社」として、メガバンク、外資系、地域金融機関等との小回りの効い

た密接な取引関係を構築し、また、不動産取引との連携の強みを生かし、出口を見据えた優良案件への選択的な

取り組みを進めていく

      ２）従来からのスペシャルサービシング（不良債権の管理回収業務）、バックアップサービシング（証券化案件に

おけるプライマリーサービサーのバックアップ業務）を発展させていくと共に、プライマリーサービシング（正

常債権の管理回収業務）への対応を進めていく 

      ３）平成18年8月に取得した「再生債務者支援のための兼業承認」のもと、中堅・中小企業の事業再生に向けて融資、

不動産の取得、不動産の賃貸、投資等の機能を複合的に組み合わせ、これまで蓄積されたノウハウを生かし、事

業再生支援の取り組みを拡充していく

更には、今後注目されている知的財産権の活用を、特許事務所等との連携のもとに、事業再生に組み込んで行く

      ４）従来から取り組んできているＮＰＯ法人日本企業再生支援機構のネットワークに加え、地域再生の視点からの

ネットワーク作りに取り組んでいく

        等の取り組みを進めてまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　今後のわが国経済の先行きは、景気拡大が企業部門から家計部門へと波及し、緩やかで息の長い景気拡大が続くも

のと予想されますが、個人消費や消費者物価の増加幅、金利引き上げの動向、更には米国経済や原油価格の動向など

不透明な面も残されています。

　当社は公正で中立な業務の伝統と顧客信頼関係をもとに、さまざまな顧客ニーズにお応えするプロフェッショナル

集団としてのビジネスモデルを更に進化・発展させるため、次のような課題に取り組んでまいります。

１．顧客サービスの充実

　顧客第一主義を徹底し、プロとしてのレベルを高め、お客様の満足度を高めてまいります。

２．収益性・生産性の向上

　健全な収支の下に事業の継続的な発展を目指します。全員参加により収益の拡大と生産性の向上に向けて、業務

や組織等の不断の改革を進めます。

３．全国ネットワークによるサービスのご提供

　取引先や業務提携先との関係を深耕し、全国ネットワークを更に充実してまいります。

４．新分野における高度付加価値戦略

　　　　付加価値の高いビジネス構築への重点的取組みを進めます。

（１）サービサー業務の軸足が「再生」に移ったのに対応して、中堅・中小企業の事業再生案件の選択的取組みを

強めます。

 　　 （２）事業再生案件では、地域再生の視点や知的財産権の活用等の新たな切り口からも取組んでまいります。

　　　（３）株式会社日本エスクロー信託での不動産エスクロー業務（第三者寄託制度）の市場確立を図りつつ、更にＭ

＆Ａ取引関連のエスクロービジネスの早期実現に取組んでまいります。

５．内部体制の充実とコンプライアンス（法令遵守）

　平成18年５月の「新会社法」の施行を始めとして「金融商品取引法」「財務内容に係る内部統制の評価及び監査

に関する実施基準（案）」等々、企業のコンプライアンス体制やリスクマネジメント、コーポレートガバナンス等々

についての要請はますます高いものが求められています。これらについては当社の特徴を十分に反映した有効、適

確な体制・組織・規程・教育等々を整備・強化し、企業活動の展開を進めてまいります。

   ６．個人情報の保護とプライバシーマークの取得

        平成19年１月16日付でＪＩＳＱ15001の規格に則ったプライバシーマークの付与を認定されました。

当社としましては、既に定められている個人情報保護方針を確実に実行・維持し、さらに個人情報保護を徹底して

いくために、役員・従業員の教育と内部監査を継続的に実施してまいります。
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(7）親会社等に関する事項

 　 ①親会社等の商号等

 （平成18年12月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有

割合（％）

親会社等が発行する株券が上場

されている証券取引所等

 有限会社ヤマダ

上場会社が他の会社の関連

会社である場合における当

該他の会社 

 25.7％ なし 

 

 　 ②親会社等との関係

　有限会社ヤマダは当社の筆頭株主であり、当社の代表取締役が議決権の99.7％を所有しております。また、人的な

関係につきましては同社の取締役を兼務しております。

 

 　 ③親会社等との取引に関する事項

      重要な取引はありません。

 　　

 (8）内部管理体制の整備・運用状況

　平成18年５月30日に株式会社ジャスダック証券取引所に提出いたしましたコーポレート・ガバナンスに関する報告書

の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備の状況」に記載しております。

 

 (9）その他、会社の経営上の重要な事項

 　　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　全般的概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業部門が景気拡大を牽引し、輸出や設備投資は引き続き増加し、

雇用者所得も緩やかな増加を続け、景気回復局面としては戦後最長を更新しました。

　平成18年の新設住宅着工戸数は、前年比4.4％増の129万戸となり、４年連続で前年実績を上回りました。全国銀

行の不良債権（開示債権）残高は平成18年９月期で12.3兆円となり平成18年３月期に比べ1.0兆円減少しました。

　このような状況の下で、当社は「不動産・債権の取引のワンストップサービスの提供会社」として登記サービス

業務、測量サービス業務、サービサー・デユーデリジェンスを含むコンサルティングまわりの業務に取り組んでま

いりました。

②　業務別概況

　登記サービス業務では、ハウスメーカーを中心とする戸建案件並びに当社の得意とする大型集団案件ともに受注

件数ベースでは前年実績を上回りましたが、会社と山田司法書士・土地家屋調査士総合事務所との間での報酬按分

の結果、売上高990百万円（前期比3.1％減)となりました。

　測量サービス業務では、戸建て測量のきめ細かな受注拡大と一部大型案件の受注もあり、売上は243百万円（前期

比6.4％増）となりました。

　コンサルティング業務では、デューデリジェンス並びにコンサルティングは順調に推移いたしましたが、サービ

サー業務は、債権買取分野での厳しい環境変化と、採算を重視した選別受注を進めた結果、企業再生案件や不動産

仲介取引等での計画未達成により、売上高は775百万円（前期比42.4％減）となりました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は2,009百万円（前期比22.6％減）となり、経常利益は584百万円（前期比

42.3％減）、当期純利益は280百万円（前期比40.9％減）となりました。

(2）財政状態

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が前期比

42.7％減少したことに加え、法人税等の支払額が増加したこと等により、当連結会計年度末には739百万円（前期比

34.3％減）となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、296百万円（前期は266百万円の支出）となりました。

　これは主に、税金等調整前当期純利益579百万円、買取債権回収益170百万円、買取債権購入による支出819百万円、

買取債権回収による収入692百万円があったこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、284百万円（前期は216百万円の支出）となりました。

　これは主に、出資金の払込による支出403百万円、出資金の返還による収入51百万円、定期預金の払戻しによる収入

115百万円があったこと等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、190百万円（前期は３百万円の支出）となりました。

　これは主に、短期借入による収入3,030百万円、短期借入金返済による支出2,780百万円があったこと等によるもの

です。

－ 7 －



　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年12月期 平成18年12月期

自己資本比率（％） 76.3 80.3

時価ベースの株主資本比率（％） 332.2 95.6

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －

自己資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている負債を対象としております。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(3）事業等のリスク

　　　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資

判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しており

ます。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に

努める所存であります。

　　　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載の無い限り、当連結会計年度

末現在において判断したものであります。

 １．個人情報の取扱いについて

 　　当社グループでは事業の特性上、大量な個人情報を取り扱っております。

　個人情報の保護については、「個人情報の保護に関する法律」の他に、サービサー業務において法務省は「債権管理

回収業分野における個人情報の保護に関するガイドライン」を策定しており、また、これを受けて全国サービサー協会

は「債権管理回収業における個人情報保護に関する自主ルール」を策定しております。

　　 当社グループは、これらの法令・諸規則を遵守し、個人情報の保護について全社員に誓約書の提出を義務付け、

ＪＩＳＱ15001規格に則り「個人情報保護コンプライアンス・プログラム」を策定するなど管理体制の整備・強化を図っ

ております。また、「プライバシーマーク」の認証取得に伴い、なお一層、全役員、全従業員への教育を徹底するとと

もに定期的に内部監査の実施にも取り組んでまいります。

 　　しかしながら、内部者、または外部者による不正なアクセスにより、顧客情報・当社機密情報が漏洩したり、漏洩し

た情報が悪用された場合、顧客の経済的・精神的損害に対する損害賠償等、直接的な損害が発生する可能性があります。

加えて、かかる事件が報道され、当社のレピュテーション・リスクが顕在化し、顧客・マーケット等の信頼を失うなど

事業環境が悪化することにより、当社の事業、業績および財政状態に悪影響を与えるおそれがあります。

 ２．人材の確保について

 　　当社グループでは「不動産・債権の取引のワンストップサービス」を提供するための高い専門性を必要とし、優秀な

人材を確保することが求められております。従業員の定着率向上のために人事、教育、研修制度の充実に努め、また、

継続的に優秀な人材を確保できる体制の確立を目指しております。

 　　しかしながら、優秀な人材を確保できなかった場合、または退職者が著しく増加した場合、事業拡大の制約となり業

績に悪影響を与えるおそれがあります。

 ３．法的規制について

 　(1）司法書士法及び土地家屋調査士法

 　　　司法書士法及び土地家屋調査士法により、登記の申請業務につきましては、以下の規制を受けております。

 　　　　① 登記申請業務は、司法書士・土地家屋調査士以外は他の者から受託できない。

 　　　　② 登記申請業務に関し、 (ア)法律的判断、指示書作成、(イ)代理人及び職印の押印並びに当該書類の法務局提

出について司法書士・土地家屋調査士以外の者はできない。

 　　　　このため、登記サービス業務におきましては、司法書士・土地家屋調査士からの受注により、登記申請書類及び

添付書類のタイプ印書、謄写、印刷のみを行っております。

 　(2）債権管理回収業に関する特別措置法
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 　　　当社では、不良債権処理に関連する債権買取・債権管理回収業務等を行うため、「債権管理回収業に関する特別措

置法」に基づく許可を平成11年9月3日に法務大臣から取得しております（許可番号：第20号）。

 　　　同法により、弁護士の取締役への登用、５億円以上の資本金、債権回収管理会社に係る認可、取り扱い業務の範囲、

行為規制、行政当局による監査・立入検査等の規制を受けております。

  ４．山田司法書士・土地家屋調査士総合事務所との取引について

 　　「３．法的規制について」に記載いたしましたとおり、司法書士法・土地家屋調査士法による規制を受けるため、登

記申請に関する業務の内、山田司法書士・土地家屋調査士総合事務所より登記申請書類及び添付書類のタイプ印書、謄

写、印刷を受託する形になっております。

(4）次期の見通し

 　　 当社の第27期（平成19年12月期）の業績見通しとしましては、売上高2,400百万円、経常利益750百万円、当期純利

益427百万円を予定いたしております。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,312,767 821,302

２．売掛金 296,443 323,841

３．買取債権 1,687,966 1,928,219

４．たな卸資産 50,801 51,471

５．繰延税金資産 88,405 83,531

６．未収入金 115,712 78,978

７．その他 19,192 25,692

貸倒引当金 △106,285 △156,368

流動資産合計 3,465,002 87.0 3,156,667 77.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物 70,771 78,731

減価償却累計額  45,165 25,605 49,502 29,229

(2)土地 573 573

(3)その他 60,111 59,582

減価償却累計額 33,060 27,051 28,479 31,103

有形固定資産合計 53,230 1.3 60,907 1.5

２．無形固定資産

(1)その他 846 821

無形固定資産合計 846 0.0 821 0.0

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券  ※3 107,600 477,632

(2)繰延税金資産 89,318 83,881

(3)差入保証金・敷金 173,196 178,630

(4)その他  93,838 97,956

貸倒引当金 △187  　　　 　－

投資その他の資産合計 463,765 11.7 838,101 20.7

固定資産合計 517,842 13.0 899,830 22.2

資産合計 3,982,845 100.0 4,056,498 100.0
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前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 10,130 20,375

２. 短期借入金 　　　－ 250,000

３．未払法人税等 435,623 141,221

４．前受金 173,907 31,137

５．賞与引当金 15,463 5,363

６．その他 179,097 176,674

流動負債合計 814,222 20.4 624,771 15.4

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 77,861 96,954

２．預り保証金 48,481 48,471

固定負債合計 126,342 3.2 145,425 3.6

負債合計 940,564 23.6 770,197 19.0

（少数株主持分）

少数株主持分 4,797 0.1 － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※1 1,084,500 27.2 － －

Ⅱ　資本剰余金 929,809 23.4 － －

Ⅲ　利益剰余金 1,149,156 28.9 － －

Ⅳ　自己株式 ※2 △125,982 △3.2 － －

資本合計 3,037,483 76.3 － －

負債、少数株主持分及び資
本合計

3,982,845 100.0 － －
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前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  1,084,500 26.7

２．資本剰余金   － －  928,345 22.9

３．利益剰余金   － －  1,367,709 33.7

４．自己株式   － －  △121,915 △3.0

　　株主資本合計   － －  3,258,640 80.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  － －  22,319 0.6

　　評価・換算差額等合計   － －  22,319 0.6

Ⅲ　少数株主持分   － －  5,341 0.1

純資産合計   － －  3,286,301 81.0

負債純資産合計   － －  4,056,498 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 2,597,223 100.0 2,009,870 100.0

Ⅱ　売上原価 1,175,053 45.2 1,012,101 50.4

売上総利益 1,422,170 54.8 997,769 49.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1 492,552 19.0 540,185 26.8

営業利益 929,617 35.8 457,584 22.8

Ⅳ　営業外収益

１．家賃収入 3,751 3,623

２．受取事務代行収入 103,876 127,678

３．その他 8,796 116,424 4.5 8,021 139,323 6.9

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 29,385 4,142

２．家賃原価 2,638 2,578

３．投資事業組合損失 － 5,033

４．その他 1,111 33,135 1.3 315 12,070 0.6

経常利益 1,012,907 39.0 584,836 29.1

Ⅵ　特別損失

１．投資有価証券評価損 － － － 4,933 4,933 0.2

税金等調整前当期純利益 1,012,907 39.0 579,903 28.9

法人税、住民税及び事業
税

420,167 303,614

法人税等調整額 111,806 531,974 20.5 △4,969 298,645 14.9

少数株主利益 5,909 0.2 543 0.0

当期純利益 475,023 18.3 280,714 14.0
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 955,050

Ⅱ　資本剰余金減少高   

  １．自己株式処分差損 25,240 25,240

Ⅲ　資本剰余金期末残高 929,809

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 723,034

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 475,023 475,023

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 48,901 48,901

Ⅳ　利益剰余金期末残高 1,149,156
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高（千円） 1,084,500 929,809 1,149,156 △125,982 3,037,483

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － △62,161 － △62,161

当期純利益 － － 280,714 － 280,714

自己株式の処分 － △1,463 － 4,067 2,604

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ △1,463 218,553 4,067 221,157

平成18年12月31日　残高（千円） 1,084,500 928,345 1,367,709 △121,915 3,258,640

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高（千円） － － 4,797 3,042,280

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － － △62,161

当期純利益 － － － 280,714

自己株式の処分 － － － 2,604

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

22,319 22,319 543 22,863

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

22,319 22,319 543 244,020

平成18年12月31日　残高（千円） 22,319 22,319 5,341 3,286,301

 （注）平成18年３月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,012,907 579,903

減価償却費 11,344 10,994

買取債権回収益 △730,051 △170,133

貸倒引当金の増加額 53,156 87,349

退職給付引当金の増加額 10,120 19,093

投資有価証券評価損 － 4,933

支払利息 29,385 4,142

売上債権の増減額（増
加：△）

14,954 △27,397

たな卸資産の増加額 △2,420 △670

未収入金の減少額 57,680 59,221

仕入債務の増減額（減
少：△）

△3,243 10,245

未払金の減少額 △13,051 △30,746

前受金の増減額
(減少：△)

16,565 △142,770

預り金の増減額
(減少：△)

△50,269 43,390

買取債権の購入による支
出

△6,667,911 △819,100

買取債権の回収による収
入

6,024,339 692,674

その他 15,495 △18,602

小計 △221,000 302,528

利息及び配当金の受取額 143 253

利息の支払額 △29,385 △4,487

法人税等の支払額 △15,769 △594,565

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△266,011 △296,272
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前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金預入による支出 △100,000 △20,000

定期預金払戻による収入 － 115,018

出資金の払込による支出 △100,000 △403,600

出資金の返還による収入 － 51,871

有形固定資産の取得によ
る支出

△14,141 △17,778

保証金の差入による支出 － △61,782

保証金の返還による収入 － 50,000

その他 △1,976 1,438

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△216,118 △284,832

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入れによる収入 8,830,000 3,030,000

短期借入金の返済による
支出

△8,830,000 △2,780,000

配当金の支払額 △48,714 △62,147

自己株式売却による収
入 

44,919 2,604

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,795 190,456

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少
額

△485,925 △390,648

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残
高

1,611,714 1,125,788

Ⅵ　新規連結子会社の現金及び
現金同等物の期首残高

－ 4,287

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残
高

※1 1,125,788 739,427
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　　　　　３社

連結子会社の名称

　㈱船井財産コンサルタンツ横浜

ワイエスインベストメント㈱

　㈱日本エスクロー信託

　㈱日本エスクロー信託については、当連

結会計年度において新たに設立したことに

より、連結子会社に含めることとしており

ます。

連結子会社の数　　　　　　　　５社

連結子会社の名称

　㈱船井財産コンサルタンツ横浜

ワイエスインベストメント㈱

　㈱日本エスクロー信託

　その他２社

　当連結会計年度より実質的に支配してい

る子会社２社を連結の範囲に含めておりま

す。　

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。  持分法適用の関連会社数　　　　１社

 主要な会社等の名称　　　　

   六本木７丁目ビル任意組合

   当連結会計年度より六本木７丁目ビル任

意組合を持分法適用会社に含めております。

これは、当連結会計年度中に当社が新たに

六本木７丁目ビル任意組合に出資したこと

により、関連会社に該当することとなった

ため、持分法適用の関連会社に含めること

としたものであります。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち㈱日本エスクロー信託

の決算日は３月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては、㈱日本エスク

ロー信託の９月30日現在の仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。ただし、連

結決算日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行ってお

ります。なお、上記以外の連結子会社の決

算日は、連結決算日と一致しております。

　同　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

 　　その他有価証券

 　　　―――――

 

 

 

 

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

イ　有価証券

     その他有価証券

　　時価のあるもの

連結会計年度末の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

 　　時価のないもの

　　　 移動平均法による原価法

       なお、投資事業有限責任組合及びこ

れに類する組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に応じて

入手可能の最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。

ロ　たな卸資産

　　①　仕掛品

　　　個別法による原価法

ロ　たな卸資産

　　　同　　左

　　②　貯蔵品

　　　最終仕入原価法

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物15～47年

イ　有形固定資産

　　　同　　左

ロ　無形固定資産

　　　定額法

ロ　無形固定資産

　　　同　　左

ハ　投資不動産

定率法

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物15～47年

ハ　投資不動産

同　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3)重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

　　　同　　左

ロ　賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち、当連結

会計年度の負担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

　　　同　　左

ハ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務に

基づき計上しております。

ハ　退職給付引当金

　　　同　　左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

　　　同　　左

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　    同　　左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

　　　同　　左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、重要性

がない場合を除き、発生年度より5年間で

均等償却しております。

　　　同　　左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

　　　―――――

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から3ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなって

おります。

　　　同　　左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は3,280,960千円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（連結損益計算書）

（1）前連結会計年度まで区分掲記しておりました「創立費

償却」は、営業外費用の総額の100分の10以下であり重要

性がないため、当連結会計年度より営業外費用「その他」

に含めて表示しております。なお、営業外費用「その他」

に含まれる「創立費償却」は1,009千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

（1）前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フロー

において区分掲記しておりました「預り保証金の返還に

よる支出」は当連結会計年度において重要性がないため、

投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示しております。

 　　なお、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含まれる「預り保証金の返還による支出」は10千円で

あります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

（1）前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しておりました「定期預金払

戻による収入」は当連結会計年度において重要性が増し

たため、区分掲記することといたしました。

 　　なお、前連結会計年度の「定期預金払戻による収入」

は2,032千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

※1　当社の発行済株式総数　普通株式    4,268,000 株 ※1　　　　　　　　―――――

※2　当社の保有する自己株式の数 普通株式 123,900 株 ※2　　　　　　　　―――――

 ※3　　　　　　　　―――――  ※3 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

　　　投資有価証券（投資事業組合出資金）  70,316千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

　　　役員報酬　　　　　　　　　   128,154千円

　　　給与手当・賞与　　　　　　    68,786千円

　　　支払手数料　　　　　  　　   104,871千円

　　　貸倒引当金繰入額　　　　　    53,156千円

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

　　　役員報酬　　　　　　　　　   128,778千円

　　　給与手当・賞与　　　　　　    67,035千円

　　　支払手数料　　　　　　　　　 112,801千円

　　　貸倒引当金繰入額　　　　　    87,349千円

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 4,268,000 － － 4,268,000

合計 4,268,000 － － 4,268,000

自己株式

普通株式 123,900 － 4,000 119,900

合計 123,900 － 4,000 119,900

 （注）普通株式の自己株式の株式数の減少4,000株は、ストック・オプションの権利行使によるものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月28日

定時株主総会
普通株式 62,161 15 平成17年12月31日 平成18年３月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 62,221 利益剰余金 15 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成17年12月31日現在）

（千円）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,312,767

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △186,389

別段預金 △589

現金及び現金同等物 1,125,788

現金及び預金勘定 821,302

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △81,382

別段預金 △492

現金及び現金同等物 739,427

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

有形固定資産
「その他」

83,483 38,338 45,144

無形固定資産 222,719 39,631 183,087

合計 306,202 77,970 228,232

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

有形固定資産
「その他」

75,445 38,515 36,929

無形固定資産 255,124 88,665 166,459

合計 330,570 127,180 203,389

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内      58,348千円

１年超      170,969千円

　合計      229,318千円

１年内       60,664千円

１年超    144,632千円

　合計      205,297千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料       41,156千円

減価償却費相当額      39,564千円

支払利息相当額      1,794千円

支払リース料     66,947千円

減価償却費相当額     64,426千円

支払利息相当額     3,344千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

　同　　左
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（有価証券関係）

（前連結会計年度）

　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成17年12月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 7,600

投資事業有限責任組合出資金 100,000

 　　　（当連結会計年度）

　　　　 有価証券

         １．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの
株式 600 38,200 37,600

合計 600 38,200 37,600

 　　　　２．時価評価されていない主な有価証券の内容　

当連結会計年度（平成18年12月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 2,066

投資事業組合出資金 367,049

 （注）その他有価証券で時価のない株式について4,933千円の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては

発行会社の財政状態の悪化により実質価額が帳簿価額に比べ50％以上下落し、回復可能性が乏しいと認められた場

合、減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自平成17年1月1日　至平成17年12月31日）及び当連結会計年度（自平成18年1月1日　至平成18

年12月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

(1)退職給付債務（千円） 77,861 96,954

(2)退職給付引当金（千円） 77,861 96,954

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(1)勤務費用（千円） 14,110 25,252

(2)出向者に係る退職給付費用（千円） △5,642 △7,930

(3)退職給付費用合計（千円） 8,468 17,322

（注）出向者に係る退職給付費用は出向先負担額を精算したものであります。
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年３月26日定時株主総会決議
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役５名、当社監査役３名及び当社従業員99名

ストック・オプション数（注） 普通株式　119,000株

付与日 平成15年６月18日

権利確定条件 該当事項はありません。 

対象勤務期間 該当事項はありません。  

権利行使期間 平成17年４月１日から平成20年３月31日まで

 （注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年３月26日定時株主総会決議
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 30,500

権利確定 －

権利行使 4,000

失効 －

未行使残 26,500

②　単価情報

平成15年３月26日定時株主総会決議
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 651

行使時平均株価　　　　　（円） 2,471
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１.　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １.　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金繰入限度超過額 43,194千円

未払事業税 29,689

その他 16,529

繰延税金資産（流動）小計 89,413

評価性引当額 △1,008

繰延税金資産（流動）合計 88,405

繰延税金資産（固定）  

減損損失否認 58,948千円

退職給付引当金繰入限度超過額 30,332

その他 1,104

繰延税金資産（固定）小計 90,384

評価性引当額 △1,065

繰延税金資産（固定）合計 89,318

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金繰入限度超過額  62,015千円

未払事業税 11,345

その他 10,421

繰延税金資産（流動）小計 83,782

評価性引当額 △251

繰延税金資産（流動）合計 83,531

繰延税金資産（固定）  

減損損失否認 57,755千円

税務上の繰越欠損金 23,656

退職給付引当金否認 39,402

その他 2,004

繰延税金資産（固定）小計 122,818

評価性引当額 △23,656

繰延税金資産（固定）合計 99,162

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 15,280

繰延税金負債（固定）合計 15,280

繰延税金資産（固定）の純額 83,881

２.　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

２.　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 　 40.6％

（調整）  

税額見積差額 10.3％

その他 1.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率

52.5％

法定実効税率 　40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目

5.9％

評価性引当額の増加 3.9％

その他 1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率

51.5％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年１月１

日　至　平成18年12月31日）

　当社グループは登記関連サービスを事業内容とする単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年１月１

日　至　平成18年12月31日）

　当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので、該当事項は

ありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年１月１

日　至　平成18年12月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

(1)役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上
の関係

役員 山田　晃久 ― ―

当社代表

取締役社

長

(被所有)

直接18.2%

間接25.8%

― (注)1

登記サービ

ス業務

(注)2.(1)

(2)

1,022,641 預り金 7,497

受取事務代

行収入

(注)2.(3)

103,305 ― ―

出向者に係

る人件費等

の立替

(注)2.(4)

1,198,991 ― ―

役員 清水　紀代志 ― ―

当社取締

役

清水総合

法律事務

所代表

(被所有)

直接0.0%
― ―

賃借料の立

替
35,912 ― ―

不動産賃貸

による預り

保証金 

― ― 31,080

役員 戸田　譲三 ― ―

当社監査

役

戸田譲三

税理士事

務所代表

(被所有)

直接0.1%
― ―

賃借料の立

替
4,558 ― ―

不動産賃貸

による預り

保証金 

― ― 3,214

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

㈱ワイ・エ

ス・シー

(注)5

横浜市

西区
20,000

不動産の

売買・賃

貸・仲介

に関する

業務

なし なし なし
賃借料の立

替
2,092 ― ―

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

㈱アイ・

ディー・ユー

(注)6

東京都

千代田

区

20,000

経営・経

理の記帳

代行及び

コンサル

ティング

なし 役員1名 なし

賃借料の立

替
15,888 ― ―

不動産賃貸

による預り

保証金  

― ― 13,631

（注）１．山田晃久の経営する個人事務所「山田晃久司法書士・土地家屋調査士事務所」（以下山田晃久事務所）より、

登記申請書類・添付書類等、登記申請業務に必要な一切の書類の作成業務を受託しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1) 当社が行っている登記サービス業務（登記申請書類・添付書類のタイプ印書、謄写、印刷）の報酬額は、司

法書士報酬規定、土地家屋調査士報酬規定上明確でないため、報酬総額を当社及び山田晃久事務所の人件費

等総原価割合で按分、決定しております。

(2) 預り金については、債権債務を相殺処理した後の精算後の金額であります。

当社にて債権の回収業務を行っているため、山田晃久事務所に対する売掛金はありません。

(3) 受取事務代行収入については、販売費及び一般管理費のうち、山田晃久事務所負担分を販売事務の代行手数

料として、受け取っております。

山田晃久事務所負担分は、当社売上高と山田晃久事務所売上高の比率に応じて決定しております。

(4) 出向者に係る人件費等の立替は、実際発生額を精算したものであります。
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３．山田晃久に対する債権債務は、毎月末に相殺処理を行っております。

４．山田晃久の間接所有は、同氏が99％所有する㈲ヤマダの所有によるものであります。

５．当社代表取締役山田晃久及びその近親者が議決権の98％を直接所有する会社であります。

６．当社監査役早勢要が議決権の100％を直接所有する会社であります。

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

(1)役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上
の関係

役員 山田　晃久 ― ―

当社代表

取締役社

長

(被所有)

直接15.7%

間接25.7%

― (注)1

登記サービ

ス業務

(注)2.(1)

(2)

990,699 預り金 57,890

受取事務代

行収入

(注)2.(3)

127,106 ― ―

出向者に係

る人件費等

の立替

(注)2.(4)

1,172,086 ― ―

役員 清水　紀代志 ― ―

当社取締

役

清水総合

法律事務

所代表

(被所有)

直接0.0%
― ―

賃借料の立

替
35,935 ― ―

不動産賃貸

による預り

保証金 

― ― 31,080

役員 戸田　譲三 ― ―

当社監査

役

戸田譲三

税理士事

務所代表

(被所有)

直接0.1%
― ―

賃借料の立

替
4,558 ― ―

不動産賃貸

による預り

保証金 

― ― 3,214

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

㈱ワイ・エ

ス・シー

(注)5

横浜市

西区
20,000

不動産の

売買・賃

貸・仲介

に関する

業務

なし なし なし
賃借料の立

替
1,979 ― ―

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

㈱アイ・

ディー・ユー

(注)6

東京都

千代田

区

20,000

経営・経

理の記帳

代行及び

コンサル

ティング

なし 役員1名 なし

賃借料の立

替
15,898 ― ―

不動産賃貸

による預り

保証金  

― ― 13,631

（注）１．山田晃久の経営する個人事務所「山田司法書士・土地家屋調査士総合事務所」（以下山田晃久事務所）より、

登記申請書類・添付書類等、登記申請業務に必要な一切の書類の作成業務を受託しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1) 当社が行っている登記サービス業務（登記申請書類・添付書類のタイプ印書、謄写、印刷）の報酬額は、司

法書士報酬規定、土地家屋調査士報酬規定上明確でないため、報酬総額を当社及び山田晃久事務所の人件費

等総原価割合で按分、決定しております。

(2) 預り金については、債権債務を相殺処理した後の精算後の金額であります。

当社にて債権の回収業務を行っているため、山田晃久事務所に対する売掛金はありません。
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(3) 受取事務代行収入については、販売費及び一般管理費のうち、山田晃久事務所負担分を販売事務の代行手数

料として、受け取っております。

山田晃久事務所負担分は、当社売上高と山田晃久事務所売上高の比率に応じて決定しております。

(4) 出向者に係る人件費等の立替は、実際発生額を精算したものであります。

３．山田晃久に対する債権債務は、毎月末に相殺処理を行っております。

４．山田晃久の間接所有は、同氏が99％所有する㈲ヤマダの所有によるものであります。

５．当社代表取締役山田晃久及びその近親者が議決権の98％を直接所有する会社であります。

６．当社監査役早勢要が議決権の100％を直接所有する会社であります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額   732 円 97 銭

１株当たり当期純利益 115 円 74 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益
   114 円 50 銭

１株当たり純資産額  790円 　 95銭

１株当たり当期純利益  67円 　 68銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益
   67円 　 40銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 475,023 280,714

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 475,023 280,714

期中平均株式数（株） 4,104,204 4,147,384

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 44,552 17,545

（うち新株予約権（株）） (44,552) (17,545)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

――――― ―――――

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
　当社グループの業務は、登記サービス等の役務提供であり受注生産を行っていないため、生産実績及び受注状況につ

いて記載しておりません。

販売実績

　当連結会計年度の販売実績を業務別に示すと、次のとおりであります。

業務別

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

登記サービス業務 1,022,641 39.4 990,699 49.3 △31,942 △3.1

測量サービス業務 228,683 8.8 243,381 12.1 14,698 6.4

コンサルティング業務 1,345,898 51.8 775,789 38.6 △570,108 △42.4

合計 2,597,223 100.0 2,009,870 100.0 △587,352 △22.6

　（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

山田司法書士・土地家屋調査士総合事

務所
1,022,641 39.4 990,699 49.3

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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