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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 740 △43.7 △533 ― △512 ― △507 ―

20年12月期第2四半期 1,316 2.7 106 △68.4 152 △60.6 △569 ―

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2四半期 △119.17 ―

20年12月期第2四半期 △135.71 ―

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2四半期 5,578 2,438 42.0 549.77
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2四半期  2,341百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 2,052 △13.4 △729 ― △698 ― △766 ― △179.82
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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  無  
（注）詳細は５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2四半期 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2四半期  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2四半期 4,259,900株 20年12月期第2四半期 4,196,692株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローンの破綻を契機とした金融市場の混乱に

止まらず、実体経済においても世界同時不況に見舞われ、企業業績が悪化し、設備投資の抑制や雇用調整等の動き

も顕著となり、引続き厳しい状況で推移いたしました。 

本年１月～６月の新設住宅着工戸数は、39万6,890戸と前年比27.0％減となりました。季節調整済年率換算値で

は、749千戸と100万戸を下回るかなり低い水準です。 

また、６月の住宅着工は、雇用・所得環境の悪化で不動産の購入意欲が盛り上がらないうえ、銀行が不動産会社

への融資に慎重でマンションの開発資金が不足していることも影響して持家、貸家、分譲住宅ともに減少したた

め、全体で前年同月比32.4％減と７カ月連続の減少になりました。 

このような環境下、当社グループは、「不動産・債権の取引のワンストップサービスの提供会社」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り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におけるデューデ

リジェンス業務、サービサー業務、エスクロー信託業務とも前年実績を下回る大変厳しい数字となりました。 

また、販管費及び一般管理費は、バルク債権残高に対する貸倒引当金繰入額が計画より約200百万円増加し、営

業利益も昨年実績を大きく下回る要因となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は740百万円（前年同期比43.7%減）、営業利益は△533

百万円（前年同期は106百万円）、経常利益は△512百万円（前年同期は152百万円）、四半期純利益は△507百万円

（前年同期は△569百万円）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、厳しい住宅着工環境による戸建案件の落込み、サブプライムローンに起因する不動産

市況の悪化、不動産投資ファンド等の投資意欲の減退、金融機関の融資姿勢厳格化による大口不動産取引の鈍化

による受注減少で司法書士法人・土地家屋調査士法人の売上は減少しました。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201百万円（前年同期比48.5％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が皆無で売上高は86百万円（前年同期比54.6％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、大型のデューデリジェンスの受注はなく低調に推移しました。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努めましたが、

売上高は428百万円（前年同期比38.8％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、開業後３年目を迎え大口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。遺言信託をはじめとする相続関連ビジネスの取り扱いも開始すると

共に、不動産仲介による手数料収入等の実績をあげましたが売上高は23百万円（前年同期比28.5％減）となりま

した。  

(１）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産5,578百万円（前連結会計年度末に比べ695百万円

減）、株主資本2,326百万円（同550百万円減）となりました。 

（流動資産） 

当第２四半期連結会計期間末の流動資産の残高は3,478百万円（前連結会計年度末に比べ698百万円減）となり

ました。 

これは主に、買取債権117百万円の増加、貸倒引当金497百万円の増加、現金及び預金345百万円の減少によるも

のであります。 

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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（固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末の固定資産の残高は2,100百万円（前連結会計年度末に比べ３百万円増）となりま

した。 

これは主に、投資不動産40百万円の増加、関係会社株式15百万円の減少によるものであります。 

（流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末の流動負債の残高は2,505百万円（前連結会計年度末に比べ141百万円減）となり

ました。 

これは主に、短期借入金355百万円の減少、前受金94百万円の増加、預り金40百万円の増加等によるものであり

ます。 

（固定負債） 

当第２四半期連結会計期間末の固定負債の残高は634百万円（前連結会計年度末に比べ5百万円増）となりまし

た。 

これは主に、退職給付引当金5百万円の増加によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産の残高は2,438百万円（前連結会計年度末に比べ558百万円減）となりま

した。 

これは主に、四半期純損失507百万円の計上、配当金の支払42百万円等により利益剰余金550百万円が減少した

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２四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315百

万円、投資活動により18百万円の資金を得て、財務活動により595百万円の資金を支出した結果、当第２四半期

連結会計期間末には1,055百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間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） 

営業活動の結果得られた資金は、315百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純損失204百万円、買取債権回収益102百万円、買取債権の回収による収入

373百万円、貸倒引当金の増加額216百万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、18百万円となりました。 

これは主に、投資事業組合出資金の返還による収入18百万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） 

財務活動の結果使用した資金は、595百万円となりました。 

これは主に、短期借入れによる収入2,215百万円、短期借入金の返済による支出1,620百万円があったこと等

によるものです。   

今後の見通しにつきましては、過去最大の景気対策により公共投資や政府支出が増加するものの、景気の本格的

な回復にはまだ時間がかかるものと思われます。 

家計部門でも、定額給付金の支給や住宅ローン減税が個人消費や住宅投資の下支え要因となりますが、雇用・所

得情勢が厳しさを増すなかで、総じて弱い動きが続くと予想され、厳しい経営環境が継続するものと想定しており

ます。 

なお、第２四半期連結累計期間における業績等の推移を勘案し、平成21年12月期の連結業績予想について平成21

年８月７日に修正発表しておりますので、当該予想に関する詳細は、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

また、平成21年８月７日付開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の今回修正（Ｂ）「１株当

たり四半期純利益」及び「１株当たり当期純利益」は、銭未満を切り捨て表示し、「平成21年12月期第２四半期決

算短信」における「１株当たり四半期純利益」は、銭未満を四捨五入して表示しております。  

３．連結業績予想に関する定性的情報
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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、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。 

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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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２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 1,130,047 1,475,878

売掛金 232,379 207,932

買取債権 2,720,575 2,603,338

仕掛品 22,922 28,362

貯蔵品 83,732 53,273

繰延税金資産 22,662 13,998

短期貸付金 112,500 156,000

未収入金 262,028 232,257

その他 27,714 44,747

貸倒引当金 △1,135,969 △638,264

流動資産合計 3,478,592 4,177,525

固定資産   

有形固定資産 81,713 78,892

無形固定資産 821 821

投資その他の資産   

投資有価証券 1,625,673 1,664,675

繰延税金資産 45,005 42,748

差入保証金・敷金 208,730 208,730

その他 138,323 100,472

投資その他の資産合計 2,017,732 2,016,626

固定資産合計 2,100,266 2,096,340

資産合計 5,578,859 6,273,866

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,942 13,154

短期借入金 2,040,000 2,395,000

未払法人税等 30,271 5,898

前受金 148,072 54,023

賞与引当金 10,000 12,340

その他 272,321 166,777

流動負債合計 2,505,608 2,647,193

固定負債   

退職給付引当金 141,900 136,491

役員退職慰労引当金 443,361 443,264

預り保証金 49,693 49,693

固定負債合計 634,954 629,448

負債合計 3,140,563 3,276,642
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 310,416 860,666

自己株式 △3,070 △3,070

株主資本合計 2,326,477 2,876,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,480 17,209

評価・換算差額等合計 15,480 17,209

少数株主持分 96,338 103,287

純資産合計 2,438,295 2,997,223

負債純資産合計 5,578,859 6,273,866
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 740,998

売上原価 468,982

売上総利益 272,016

販売費及び一般管理費 805,472

営業損失（△） △533,456

営業外収益  

家賃収入 2,196

受取事務代行収入 38,262

投資事業組合利益 4,957

持分法による投資利益 2,042

その他 12,754

営業外収益合計 60,213

営業外費用  

支払利息 22,557

家賃原価 1,262

融資手数料 3,659

投資事業組合損失 10,053

その他 1,334

営業外費用合計 38,867

経常損失（△） △512,111

特別損失  

投資有価証券評価損 4,947

特別損失合計 4,947

税金等調整前四半期純損失（△） △517,058

法人税、住民税及び事業税 4,162

法人税等調整額 △10,848

法人税等合計 △6,685

少数株主損失（△） △2,722

四半期純損失（△） △507,650
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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損失（△） △517,058

減価償却費 6,496

買取債権回収益 △269,775

投資有価証券評価損益（△は益） 4,947

貸倒引当金の増減額（△は減少） 497,705

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 96

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,409

支払利息 22,557

売上債権の増減額（△は増加） △24,446

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,018

未収入金の増減額（△は増加） △35,115

仕入債務の増減額（△は減少） △8,212

未払金の増減額（△は減少） 26,657

前受金の増減額（△は減少） 94,049

預り金の増減額（△は減少） 40,706

買取債権の購入による支出 △673,150

買取債権の回収による収入 825,689

その他 42,249

小計 13,788

利息及び配当金の受取額 11,447

利息の支払額 △15,534

法人税等の支払額 △3,229

法人税等の還付額 10,889

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,360

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 △8,502

投資有価証券の取得による支出 △3,500

短期貸付けによる支出 △6,500

貸付金の回収による収入 50,000

投資事業組合出資金の返還による収入 50,817

投資不動産の取得による支出 △40,000

その他 1,868

投資活動によるキャッシュ・フロー 44,183

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 2,210,000

短期借入金の返済による支出 △2,565,000

配当金の支払額 △42,595

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

△9,475

財務活動によるキャッシュ・フロー △407,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △345,526

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 1,055,198
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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 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        1,316,546  100.0

Ⅱ 売上原価        644,969  49.0

売上総利益        671,577  51.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        565,558  42.9

営業利益        106,019  8.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取事務代行収入  62,177            

２．家賃収入  2,014            

３．その他   5,872  70,063  5.3

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  10,525            

２．家賃原価  1,453            

３．投資事業組合損失  3,971            

４．持分法による投資損失   7,317  23,268  1.8

経常利益        152,814  11.6

Ⅵ 特別損失                  

１．役員退職慰労引当金繰入
額  423,272            

２．固定資産除却損  119  423,392  32.2

税金等調整前中間純損失       △270,577 △20.6

法人税、住民税及び事業
税  72,872            

法人税等調整額  226,715  299,587  22.7

少数株主損失       △642  0.0

中間純損失       △569,522 △43.3
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー   

税金等調整前中間純利益（△
損失） 

△270,577

減価償却費   5,772

買取債権回収益  △527,759

貸倒引当金の増減額（減少：
△）   238,040

退職給付引当金の増減額（減
少：△）   16,449

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）   433,268

支払利息   10,525

売上債権の増減額（増加：
△）   17,532

たな卸資産の増減額（増加：
△）   18,720

未収入金の増減額（増加：
△）   31,661

仕入債務の増減額（減少：
△）  

△13,165

未払金の増減額（減少：△） △24,996

前受金の増減額（減少：△） △15,374

預り金の増減額（減少：△） △6,719

買取債権購入による支出  △623,729

買取債権の回収による収入   1,499,205

その他  78,119

小計  866,972

利息及び配当金の受取額   2,005

利息の支払額  △11,391

法人税等の支払額  △266,340

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー  591,246

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  

△210,000

投資事業組合出資金の返還に
よる収入   109,440

保証金の差入による支出  △17,705

その他  △4,733

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

△133,765

－　12　－

株式会社山田債権回収管理総合事務所（4351）平成21年12月期第２四半期決算短信



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

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  2,440,000

短期借入金の返済による支出  △2,085,000

配当金の支払額  △84,238

自己株式売却による収入   6,510

自己株式購入による支出  △126,064

子会社である匿名組合に係る
出資金の払戻による支出  

△38,190

その他  △842

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー  112,174

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  569,654

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中間期末
残高  1,737,911
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