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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年12月期第1四半期 364 △37.8 △308 ― △300 ― △319 ―

20年12月期第1四半期 585 ― △78 ― △50 ― △463 ―

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

21年12月期第1四半期 △74.90 ―

20年12月期第1四半期 △109.37 ―

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

21年12月期第1四半期 6,240 2,623 40.4 592.04
20年12月期 6,273 2,997 46.1 679.34

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  2,522百万円 20年12月期  2,893百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

1,063 △19.2 △49 ― △53 ― △152 ― △35.73

通期 2,551 7.6 323 219.8 275 52.8 △104 ― △24.41
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 4,268,000株 20年12月期  4,268,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  8,100株 20年12月期  8,100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 4,259,900株 20年12月期第1四半期 4,234,874株
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 当第１四半期（平成21年１月１日～平成21年３月31日）における我が国経済は、前年度来の米国発の世界的な金

融・経済危機を背景とした環境変化による株価の下落、企業収益の悪化など極めて厳しい局面が続きました。 

 本年１月～３月の新設住宅着工戸数は、約199千戸と前年比21.4％減となっております。景気後退に伴う先行き不

安や雇用・所得環境の悪化による買い控えが続くなど低調に推移しております。 

 また３月の新設住宅着工戸数も持家、貸家、分譲住宅ともに減少し、全体でも前年同月比20.7％減となりました。

 このような厳しい環境の下、当社では「不動産・債権の取引のワンストップサービス提供会社」をビジネスモデル

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

クロー信託業務に取組んでまいりました。 

 連結の売上高につきましては、登記サービス業務、測量サービス業務、コンサルティング業務ともに前年を下回る

実績となりました。  

 また、販管費及び一般管理費は、428百万円とほぼ計画どおりに推移しました。この内、貸倒引当金繰入額は、計

画300百万円に対し280百万円と計画範囲内に止まりました。 

  この結果、当第１四半期の業績は、売上高364百万円（前年同期比37.8％減）、営業損失308百万円（前年同期は

営業損失78百万円）、経常損失300百万円（前年同期は経常損失50百万円）、四半期純損失319百万円（前年同期は四

半期純損失463百万円）となりました。 

 業務別の業績は次のとおりであります。 

  

 登記サービス業務 

 登記サービス業務では、不動産市況の更なる悪化、金融機関の不動産離れの加速等による不動産取引鈍化の影響に

より、受注件数は前年比の87.3%に止まり、集団案件の受注は皆無でした。これにより当社と司法書士法人・土地家

屋調査士法人との業務契約に基づく当社の売上高は123百万円（前年同期比45.3％減）となりました。 

  

 測量サービス業務 

 測量サービス業務は、前期のような大型測量案件の受注がなく売上高は40百万円（前年同期比29.8％減）と低調に

推移しました。 

  

 コンサルティング業務 

 コンサルティング業務は、デューデリジェンスの受注はごくわずかで低調に終わりました。サービサー業務におい

ては前年度のような大口再生案件の受注がなく、バルク債権の大口回収及びバルク債権の回収促進により計画を達成

しましたが、売上高は197百万円（前年同期比32.1％減）となりました。 

  

 エスクロー信託業務 

 エスクロー信託業務は、大口受注案件はないものの取扱信託商品の追加等により顧客も多様化し、引き合いは、着

実に増加しております。さらに、不動産仲介による手数料収入等の実績をあげ売上高は３百万円（前年同期比75.0％

減）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産6,240百万円（前連結会計年度末に比べ33百万円

減）、株主資本2,515百万円（同361百万円減）となりました。 

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産の残高は4,185百万円（前連結会計年度末に比べ7百万円増）となりまし

た。 

これは主に、買取債権388百万円の増加、貸倒引当金280百万円の増加、現金及び預金84百万円の減少によるもの

であります。 

（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末の固定資産の残高は2,055百万円（前連結会計年度末に比べ41百万円減）となりま

した。 

これは主に、投資有価証券44百万円の減少によるものであります。 

（流動負債） 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間末の流動負債の残高は2,981百万円（前連結会計年度末に比べ334百万円増）となりま

した。 

これは主に、短期借入金240百万円の増加、未払法人税等21百万円の増加によるものであります。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末の固定負債の残高は635百万円（前連結会計年度末に比べ6百万円増）となりまし

た。 

これは主に、役員退職慰労引当金4百万円の増加によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産の残高は2,623百万円（前連結会計年度末に比べ374百万円減）となりまし

た。 

これは主に、四半期純損失319百万円の計上、配当金の支払42百万円等により利益剰余金361百万円が減少したこ

とによるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により298百万

円を支出し、投資活動により25百万円、財務活動により188百万円の資金を得た結果、当第１四半期連結会計期間

末には1,316百万円（前連結会計年度末に比べ84百万円減）となりました。 

当第１四半期連結会計期間末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、298百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純損失312百万円、買取債権回収益167百万円、買取債権の購入による支出673

百万円、買取債権の回収による収入452百万円、貸倒引当金の増加額280百万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） 

投資活動の結果得られた資金は、25百万円となりました。 

これは主に、投資事業組合出資金の返還による収入32百万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、188百万円となりました。 

これは主に、短期借入れによる収入590百万円、短期借入金の返済による支出350百万円、配当金の支払額42百万

円があったこと等によるものです。  

  

 連結業績予想については、当第１四半期決算を踏まえ検討した結果、平成21年２月18日発表の第２四半期連結累計

期間および通期の予想について変更いたしません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 一部簡便的な方法を採用しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

   

① 四半期財務諸表に関する会計基準  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産に関する会計基準 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。  

 この変更による影響はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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（４）追加情報  

 関連当事者との取引条件の変更  

 当社は、司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合同事務所の販売事務を代行しているた

め、司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合同事務所から事務代行手数料を受領し、受取事

務代行収入として処理しております。 

 前連結会計年度まで事務代行手数料は、当社売上高と司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山

田合同事務所売上高の比率に応じて決定しておりましたが、経営環境等の急激な変化をきっかけに、より現状に

即した事務代行料金とするため取引条件の見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より当該代行業務を担当す

る従業員の人件費に一定割合を乗じて決定する方法に変更しております。また、当該代行業務に係る実費相当額

を請求しております。  

 この結果、従来の決定方法に比べて、販売費及び一般管理費は3,750千円減少し、受取事務代行収入は38,986

千円減少、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は35,236千円増加しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,391,227 1,475,878

売掛金 244,333 207,932

買取債権 2,991,820 2,603,338

仕掛品 16,459 28,362

貯蔵品 33,181 53,273

繰延税金資産 31,263 13,998

短期貸付金 162,500 156,000

未収入金 203,386 232,257

その他 30,140 44,747

貸倒引当金 △919,087 △638,264

流動資産合計 4,185,226 4,177,525

固定資産   

有形固定資産 77,511 78,892

無形固定資産 821 821

投資その他の資産   

投資有価証券 1,619,972 1,664,675

繰延税金資産 49,187 42,748

差入保証金・敷金 208,730 208,730

その他 98,801 100,472

投資その他の資産合計 1,976,692 2,016,626

固定資産合計 2,055,024 2,096,340

資産合計 6,240,251 6,273,866

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,661 13,154

短期借入金 2,635,000 2,395,000

未払法人税等 27,883 5,898

前受金 58,377 54,023

賞与引当金 29,493 12,340

その他 225,005 166,777

流動負債合計 2,981,420 2,647,193

固定負債   

退職給付引当金 138,091 136,491

役員退職慰労引当金 447,992 443,264

預り保証金 49,693 49,693

固定負債合計 635,776 629,448

負債合計 3,617,197 3,276,642
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,084,500 1,084,500

資本剰余金 934,631 934,631

利益剰余金 498,981 860,666

自己株式 △3,070 △3,070

株主資本合計 2,515,042 2,876,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,980 17,209

評価・換算差額等合計 6,980 17,209

少数株主持分 101,031 103,287

純資産合計 2,623,054 2,997,223

負債純資産合計 6,240,251 6,273,866
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 364,901

売上原価 244,747

売上総利益 120,154

販売費及び一般管理費 428,393

営業損失（△） △308,239

営業外収益  

家賃収入 1,098

受取事務代行収入 17,998

投資事業組合利益 3,796

その他 6,970

営業外収益合計 29,863

営業外費用  

支払利息 11,760

家賃原価 617

融資手数料 1,849

投資事業組合損失 5,650

持分法による投資損失 487

その他 1,334

営業外費用合計 21,699

経常損失（△） △300,075

特別損失  

投資有価証券評価損 12,726

特別損失合計 12,726

税金等調整前四半期純損失（△） △312,801

法人税、住民税及び事業税 25,595

法人税等調整額 △17,900

法人税等合計 7,694

少数株主利益 △1,411

四半期純損失（△） △319,085
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 △312,801

減価償却費 3,038

買取債権回収益 △167,765

投資有価証券評価損益（△は益） 12,726

貸倒引当金の増減額（△は減少） 280,823

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,727

支払利息 11,760

売上債権の増減額（△は増加） △36,401

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,995

未収入金の増減額（△は増加） 4,404

仕入債務の増減額（△は減少） △7,493

未払金の増減額（△は減少） 7,010

前受金の増減額（△は減少） 4,353

預り金の増減額（△は減少） 22,220

買取債権の購入による支出 △673,149

買取債権の回収による収入 452,433

その他 58,202

小計 △302,314

利息及び配当金の受取額 6,451

利息の支払額 △6,354

法人税等の支払額 △1,858

法人税等の還付額 5,482

営業活動によるキャッシュ・フロー △298,593

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,321

貸付けによる支出 △6,500

投資事業組合出資金の返還による収入 32,587

その他 584

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,350

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 590,000

短期借入金の返済による支出 △350,000

配当金の支払額 △42,687

子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによ
る支出

△8,633

財務活動によるキャッシュ・フロー 188,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △84,564

現金及び現金同等物の期首残高 1,400,725

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,316,161
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  585,032

Ⅱ 売上原価  290,883

売上総利益  294,148

Ⅲ 販売費及び一般管理費  373,009

営業損失（△） △78,860

Ⅳ 営業外収益  37,723

受取事務代行収入   34,871

家賃収入   984

その他   1,867

Ⅴ 営業外費用  9,426

支払利息   4,854

家賃原価   801

投資事業組合損失   1,189

持分法による投資損失   2,580

経常損失（△） △50,563

Ⅵ 特別損失  423,272

役員退職慰労引当金繰入
額   423,272

税金等調整前四半期純損失 
（△）  

△473,836

税金費用 △10,179

少数株主損失（△）  △503

四半期純損失（△） △463,153
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税金等調整前第１四半期純
損失（△）  

△473,836

買取債権回収益  △200,945

貸倒引当金の増加額   244,881

役員退職慰労引当金の増加
額   428,270

買取債権の購入による支
出  

△610,424

買取債権の回収による収
入   888,230

その他  △112,385

小計  163,791

利息及び配当金の受取額   1,651

利息の支払額  △8,558

法人税等の支払額  △272,825

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△115,940

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

投資有価証券の取得による
支出  

△10,767

投資事業組合出資金の払込
による支出  

△13,000

投資事業組合出資金の返還
による収入   74,635

その他  △12,432

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  38,435

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   1,750,000

短期借入金の返済による支
出 

△1,150,000

配当金の支払額  △84,781

その他  △5,184

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  510,034
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）  432,530

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,168,256

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  1,600,786
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