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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 593 62.6 △43 ― △39 ― △62 ―

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

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

22年12月期第1四半期 △14.57 ―

21年12月期第1四半期 △74.90 ―

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

22年12月期第1四半期 4,223 2,247 51.7 512.68
21年12月期 4,247 2,363 53.9 537.13

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  2,183百万円 21年12月期  2,288百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年12月期 ― ― ― 10.00 10.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22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

1,166 57.6 101 ― 106 ― 74 ― 17.37

通期 2,300 10.3 170 ― 170 ― 100 ― 23.47
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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） 22年12月期第1四半期 4,268,000株 21年12月期  4,268,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  8,100株 21年12月期  8,100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 4,259,900株 21年12月期第1四半期 4,259,900株
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当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年３月31日）におけるわが国経済は、国内民間需要の自律

的回復はなお弱いものの、海外経済の回復や経済政策の効果などから景気持ち直しの持続傾向がより明らかになって

きており、二番底の懸念はかなり薄れてきました。 

しかし、景況感が上向く一方、実体経済には不安要素も残っており、景気回復の裾野が広がるまでにはまだ時間が

かかると思われます。 

一方、平成22年１月から３月の新設住宅着工戸数は、約18万6千戸と前年比6.6％減となりました。他方、３月度の

新設住宅着工戸数は、約65千戸と前年同月比2.4％減で16ヵ月連続の減少となりましたが、持ち家は約21千戸と前年

同月比3.2％増と５ヵ月連続の増加になるなど景気対策による住宅ローン「フラット３５」の金利優遇、過去 大級

の住宅ローン減税効果が徐々にあらわれています。 

不良債権ビジネスについては、金融庁の貸出条件緩和債権の適用基準見直しや中小企業円滑化法の施行が債権売却

の抑制力として働き、金融機関からのバルクセールが減少傾向の環境にあります。 

このような状況下、当社グループを取り巻く環境は、まだまだ厳しいものと認識しております。厳しい環境下だか

らこそ、経営理念に掲げている「顧客第一主義」という原点に回帰し、「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、サービサー事業、派遣事業、測量事業、その他の事業（信託業務・不動産

仲介）を展開してまいりました。 

連結の売上高につきましては、サービサー事業はバックアップサービサーの回収受託が順調に推移し、派遣事業も

金融機関の決算月の３月にかけての派遣人員、派遣時間の増加により計画達成となりました。一方、測量事業は大口

案件の受注がなく、不動産仲介業務とともに計画未達となりました。なお、エスクロー信託業務は計画どおり推移い

たしました。 

販売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84百万円と前年に比べ大幅に減少しました

が、依然高い水準に留まっているため営業損失は43百万円となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は593百万円（前年同期比62.6％増）となり、営業損失は

43百万円（前年同期営業損失308百万円）、経常損失は39百万円（前年同期経常損失300百万円）、四半期純損失は62

百万円（前年同期四半期純損失319百万円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、前第３四半期連結会計期間より事業の種類別セグ

メント情報を開示しておりますので、事業の種類別セグメントの前年同四半期との比較分析は行っておりません。 

①サービサー事業 

サービサー事業においては、バルク債権の回収及びバックアップサービサーの回収受託報酬により、売上高は287

百万円となりました。 

②派遣事業 

登記サービス業務にかかる出向業務は、前第３四半期連結会計期間より派遣業務に切り替えております。 

派遣事業は、金融機関の決算期という季節要因もあり、派遣人員、派遣時間の増加により売上高は233百万円とな

りました。 

③測量事業 

 測量業務は大型案件がなく売上高は23百万円と低調でした。 

④その他の事業  

（エスクロー信託業務） 

エスクロー信託業務は顧客ニーズを捉えた信託商品の追加等により顧客も多様化し、景気低迷、決済リスクが増

大していく環境下で引き合いは着実に増加しております。遺言信託、遺産整理業務も受託し、この高齢化社会を反

映した相続関連ビジネスは、ますます有望な分野であると判断しております。 

また信託業務に付随した兼業業務が増加し、売上高は39百万円となりました。 

（その他の仲介業務） 

 戦略的アライアンスの推進による豊富な不動産情報を活用した不動産仲介ビジネスは、まだ本格的な成果をあげ

るまでには至らず売上高は８百万円と低調でした。 

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
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（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4,223百万円（前連結会計年度末に比べ23百万円

減）、株主資本2,177百万円（同104百万円減）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2,328百万円（前連結会計年度末に比べ8百万円減）となりまし

た。 

これは主に、貸倒引当金84百万円の増加、現金及び預金237百万円の増加、買取債権103百万円の減少、未収入金

81百万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1,895百万円（前連結会計年度末に比べ14百万円減）となりま

した。 

これは主に、リース資産17百万円の増加、投資有価証券29百万円の減少によるものであります。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末の流動負債の残高は1,288百万円（前連結会計年度末に比べ71百万円増）となりま

した。 

これは主に、預り金350百万円の増加、短期借入金300百万円の減少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688百万円（前連結会計年度末に比べ20百万円増）となりまし

た。 

これは主に、リース債務13百万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2,247百万円（前連結会計年度末に比べ116百万円減）となりまし

た。 

これは主に、四半期純損失62百万円の計上、配当金の支払42百万円等により利益剰余金104百万円が減少したこ

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556百万

円、投資活動により32百万円の資金を得て、財務活動により352百万円の資金を支出した結果、当第１四半期連結

会計期間末には870百万円（前連結会計年度末に比べ237百万円増）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） 

営業活動の結果得られた資金は、556百万円（前年同四半期は298百万円の支出）となりました。 

これは主に、買取債権回収益125百万円、買取債権の回収による収入231百万円、預り金の増加額350百万円が

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、32百万円（前年同四半期は25百万円の収入）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） 

財務活動の結果支出した資金は、352百万円（前年同四半期は188百万円の収入）となりました。 

これは主に、短期借入金の返済による支出300百万円、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22年２月15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。   

２．連結財政状態に関する定性的情報

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。  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

（売上高及び売上原価の計上基準の変更） 

測量業務の受注契約に係る収益の計上基準については、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第

15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 

平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した契約か

ら、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進

行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しておりま

す。 

これによる売上高、損益に与え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１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 945,332 708,111

売掛金 134,346 115,612

買取債権 2,267,438 2,371,192

仕掛品 12,317 10,529

繰延税金資産 22,425 12,546

未収入金 246,409 328,136

その他 47,534 53,154

貸倒引当金 △1,347,713 △1,262,921

流動資産合計 2,328,091 2,336,361

固定資産   

有形固定資産 92,255 78,136

無形固定資産 5,501 5,771

投資その他の資産   

投資有価証券 1,451,127 1,480,414

繰延税金資産 56,115 55,248

差入保証金・敷金 207,067 207,127

その他 83,769 84,126

投資その他の資産合計 1,798,080 1,826,916

固定資産合計 1,895,836 1,910,824

資産合計 4,223,927 4,247,185

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,702 9,241

短期借入金 650,000 950,000

リース債務 8,125 4,748

未払法人税等 37,270 6,315

預り金 473,986 123,263

賞与引当金 22,032 9,111

その他 89,079 113,631

流動負債合計 1,288,196 1,216,312

固定負債   

リース債務 31,528 17,848

退職給付引当金 149,768 147,250

役員退職慰労引当金 457,495 452,816

預り保証金 49,683 49,693

固定負債合計 688,474 667,608

負債合計 1,976,671 1,883,921
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21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 161,104 265,776

自己株式 △3,070 △3,070

株主資本合計 2,177,165 2,281,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,807 6,287

評価・換算差額等合計 6,807 6,287

少数株主持分 63,283 75,139

純資産合計 2,247,256 2,363,264

負債純資産合計 4,223,927 4,247,185
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 364,901 593,511

売上原価 244,747 426,782

売上総利益 120,154 166,728

販売費及び一般管理費 428,393 210,644

営業損失（△） △308,239 △43,915

営業外収益   

家賃収入 1,098 1,090

受取事務代行収入 17,998 －

投資事業組合利益 3,796 7,289

持分法による投資利益 － 8,431

その他 6,970 1,173

営業外収益合計 29,863 17,984

営業外費用   

支払利息 11,760 4,954

家賃原価 617 585

融資手数料 1,849 1,849

投資事業組合損失 5,650 6,530

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 13,920

経常損失（△） △300,075 △39,851

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 △39,851

法人税、住民税及び事業税 25,595 34,256

法人税等調整額 △17,900 △10,896

法人税等合計 7,694 23,359

少数株主損失（△） △1,411 △1,138

四半期純損失（△） △319,085 △62,073
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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損失（△） △312,801 △39,851

減価償却費 3,038 4,008

買取債権回収益 △167,765 △125,093

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 84,792

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,600 2,518

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,727 4,679

支払利息 11,760 4,954

売上債権の増減額（△は増加） △36,401 △18,734

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,995 △1,743

未収入金の増減額（△は増加） 4,404 88,506

仕入債務の増減額（△は減少） △7,493 △1,539

未払金の増減額（△は減少） 7,010 △20,865

前受金の増減額（△は減少） 4,353 －

預り金の増減額（△は減少） 22,220 350,722

買取債権の購入による支出 △673,149 △2,988

買取債権の回収による収入 452,433 231,836

その他 58,202 3,904

小計 △302,314 565,105

利息及び配当金の受取額 6,451 490

利息の支払額 △6,354 △5,591

法人税等の支払額 △1,858 △3,509

法人税等の還付額 5,482 3

営業活動によるキャッシュ・フロー △298,593 556,497

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 32,365

その他 584 633

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,350 32,999

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 △300,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,445

配当金の支払額 △42,687 △42,723

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 △7,980

財務活動によるキャッシュ・フロー 188,678 △352,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △84,564 237,348

現金及び現金同等物の期首残高 1,400,725 632,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,316,161 870,219
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

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。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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ったため、前第２四半期連結累計

期間まで、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、平成21年７月１日より、登記サービ

ス業務にかかる出向業務及び書類作成業務を「特定労働者派遣事業」に切り替え、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に対する派遣事業を開始したことに伴い、事業活動の関連性を見直

した結果、前第３四半期連結会計期間より「登記関連サービス事業」「サービサー事業」「派遣事業」「その

他の事業」に区分して事業の種類別セグメント情報の開示を行うこととしました。 

 また、従来、「登記関連サービス事業」を独立セグメントとして区分しておりましたが、当第1四半期連結

会計期間より、測量業務については「測量事業」として独立セグメントとして区分し、コンサルティング業務

は「サービサー事業」に含めております。 

 これは、前第２四半期連結会計期間まで事業として行っていた登記サービス業務にかかる出向業務及び書類

作成業務を前第３四半期連結会計期間より「特定労働者派遣事業」に切り替え、司法書士法人及び土地家屋調

査士法人に対する派遣事業を開始したことに伴い、「登記関連サービス事業」は測量業務のみになったこと及

びコンサルティング業務は組織変更に伴いサービサー事業に含めたことによるものです。 

（注）１．事業区分は、サービス等の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業 

（1） サービサー事業・・・・・債権の管理回収業務、企業再生・不動産コンサルティング業務 

（2） 派遣事業・・・・・司法書士法人等への特定労働者派遣業務 

（3） 測量事業・・・・・測量業務 

 (4) その他の事業・・・・・エスクロー信託業務、仲介、鑑定業務   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
サービサー

事業 
（千円） 

派遣事業
（千円） 

測量事業
（千円）

その他の
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）
外部顧客に対する売

上高 
 287,411  233,768  23,961  48,370  593,511  －  593,511

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 60  －  －  540  600 ( )600  －

  計  287,471  233,768  23,961  48,910  594,111  ( )600  593,511

 
営業利益（又は営業

損失） 
 77,495  20,474 ( )27,243  1,947  72,674 ( )116,589 ( )43,915
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前第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）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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。 

   

前第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）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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