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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9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 ％

22年12月期第3四半期 1,752 23.9 △89 ― △67 ― △139 ―

21年12月期第3四半期 1,414 △26.9 △498 ― △467 ― △538 ―

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3四半期 △32.74 ―

21年12月期第3四半期 △126.45 ―

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3四半期 5,752 2,181 36.8 497.54
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3四半期  2,119百万円 21年12月期  2,288百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,450 17.4 30 ― 68 ― △85 ― △19.95



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財
務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  8,199株 21年12月期  8,100株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 4,259,875株 21年12月期3Q  4,259,900株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、個人消費や雇用は

悪期を脱したものの、円高の進行や、欧米の景気減速、国内の政策支援効果の縮小により、緩やかな回復過程に

あった景気に停滞感が出てきて、厳しさが増しております。また、失業率は依然として高水準の状況にあります。

当社グループを取り巻く環境は、新設住宅着工戸数が、本年１月から９月において、約59万４千戸と前年比

1.8％増となっており、６月以降も４ヶ月連続で前年同月に比べ増加しております。また、持ち家も11ヶ月連続で

プラスで推移しております。このように新設住宅着工戸数が持ち直している背景には、大都市圏の住宅地で基準地

価の下落率が縮小したこと、住宅価格が大幅に下がってきていること、経済対策による住宅ローンの優遇金利の効

果があったこと等によるためであると思われます。 

一方、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により金融機関の不良債権比率が

引き下げられると共に、借入金の返済猶予などにより倒産件数が減少してきています。 

しかし、不良債権ビジネスについては、金融機関からの債権売却のバルクセールが引続き減少していると共に、

厳しい経済環境を反映して回収が順調に進まず、業況・収益の両面に対する先行きが懸念される状況です。 

当社グループは、このような環境下、「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引続き順調に推移し、計

画以上の売上を計上することができました。また、新たな取組みとして事業再生に係る大口債権を購入しました。

派遣事業は、計画以上の売上を計上することができました。 

測量事業は、計画に対して未達となりましたが、受注大型案件は、第４四半期以降に売上を計上できる見込みで

あります。 

その他の事業につきましては、信託事業は、金銭信託業務以外の兼業部門の取扱件数増加により計画を達成しま

したが、不動産ソリューション事業は、大口仲介案件を獲得するに至らず、計画未達となりました。 

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48百万円と計画内に抑えることができ、

また前年同四半期の120百万円に比べ大幅に減少しました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高は562百万円（前年同四半期比16.5％減）となり、営業

利益は△16百万円（前年同四半期35百万円）、経常利益は△９百万円（前年同四半期44百万円）、四半期純利益は

△35百万円（前年同四半期△31百万円）となりました。 

事業別の業績は次のとおりであります。  

なお、第１四半期連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同四半期比較にあたっては前

第３四半期連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

また、平成22年12月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年

12月期第１四半期決算短信（平成22年５月10日開示）及び第２四半期決算短信（平成22年８月９日開示）をご参照

ください。  

①サービサー事業 

サービサー事業においては、引続き好調なバックアップサービサーの回収受託手数料と、新規回収受託の取扱

開始により計画を達成しました。また、新たな取組みとして事業再生に係る大口債権を購入しましたが、前年の

ような大口回収案件がなく売上高は302百万円（前年同四半期比24.9％減）となりました。 

②派遣事業 

派遣事業は、計画どおり推移し売上高は224百万円（前年同四半期比5.8％増）となりました。 

③測量事業 

測量事業は計画を下回り、売上高は17百万円（前年同四半期比47.0％減）と低調でしたが、受注大型案件は、

第４四半期以降に売上を計上できる見込みであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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④その他の事業 

（信託事業） 

信託事業は不動産の手付金保全、不動産・債権の購入資金の分別管理信託等の新規契約以外にすでに信託契約

を締結している先の管理報酬、追加信託等の報酬も徐々に増加してきておりますが、新規契約の獲得にいたら

ず、売上高は10百万円（前年同四半期比37.6％減）にとどまりました。 

兼業業務においては新たに遺言信託を受託し、遺産整理業務を含めた相続関連ビジネスは着実に実績を上げて

きております。 

（不動産ソリューション事業） 

当第３四半期より新規事業として開始し、仲介及び借地権負担付土地からの地代、駐車場代等の売上高は９百

万円となりました。大口仲介案件については、引き続き受注獲得に向け取り組んでおります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産5,752百万円（前連結会計年度末に比べ1,504百万円

増）、株主資本2,117百万円（同164百万円減）となりました。 

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は3,837百万円（前連結会計年度末に比べ1,501百万円増）とな

りました。 

これは主に、販売用不動産395百万円の増加、買取債権1,368百万円の増加、未収入金242百万円の減少、貸倒引

当金205百万円の増加によるものであります。 

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産の残高は1,914百万円（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、リース資産42百万円の増加、差入保証金・敷金15百万円の減少、投資有価証券22百万円の減少に

よるものであります。 

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債の残高は2,850百万円（前連結会計年度末に比べ1,633百万円増）とな

りました。 

これは主に、短期借入金1,500百万円の増加、未払法人税等27百万円の増加、預り金102百万円の増加によるも

のであります。 

（固定負債） 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債の残高は721百万円（前連結会計年度末に比べ53百万円増）となりまし

た。 

これは主に、リース債務35百万円の増加によるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は2,181百万円（前連結会計年度末に比べ182百万円減）となりま

した。 

これは主に、四半期純損失139百万円の計上、配当金の支払42百万円等により利益剰余金が164百万円減少した

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３四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1,163百

万円の資金を支出し、投資活動により15百万円、財務活動により1,257百万円の資金を得た結果、当第３四半期連

結会計期間末には828百万円（第２四半期連結会計期間末に比べ110百万円増）となりました。 

当第３四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） 

営業活動の結果支出した資金は、1,163百万円（前年同四半期は340百万円の収入）となりました。 

これは主に、買取債権回収益70百万円、買取債権の回収による収入404百万円、買取債権の購入による支出1,651

百万円、貸倒引当金の増加額48百万円、預り金の増加額140百万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、15百万円（前年同四半期は90百万円の収入）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10百万円があったこと等によるものです。 
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（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、1,257百万円（前年同四半期は283百万円の支出）となりました。 

これは主に、短期借入による収入1,700百万円、短期借入金の返済による支出438百万円があったこと等によるも

のです。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想については、当第３四半期決算を踏まえ検討した結果、平成22年８月５日発表の通期の予想につい

て変更いたしません。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第３四半期連結会

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。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「前受金の増減額（△は減少）」（当第３四半期連

結累計期間797千円の増加）は重要性が減少したため、当第３四半期連結累計期間より「営業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。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 903,114 708,111

売掛金 104,117 115,612

買取債権 3,739,810 2,371,192

販売用不動産 395,199 －

仕掛品 21,415 10,529

繰延税金資産 14,789 12,546

未収入金 85,625 328,136

その他 41,978 53,154

貸倒引当金 △1,468,367 △1,262,921

流動資産合計 3,837,683 2,336,361

固定資産   

有形固定資産 92,148 78,136

無形固定資産 27,499 5,771

投資その他の資産   

投資有価証券 1,457,455 1,480,414

繰延税金資産 60,665 55,248

差入保証金・敷金 191,654 207,127

その他 85,055 84,126

投資その他の資産合計 1,794,830 1,826,916

固定資産合計 1,914,479 1,910,824

資産合計 5,752,162 4,247,185

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,045 9,241

短期借入金 2,450,000 950,000

リース債務 14,608 4,748

未払法人税等 34,079 6,315

賞与引当金 22,313 9,111

その他 326,984 236,895

流動負債合計 2,850,030 1,216,312

固定負債   

リース債務 53,384 17,848

退職給付引当金 156,786 147,250

役員退職慰労引当金 461,432 452,816

預り保証金 49,467 49,693

固定負債合計 721,070 667,608

負債合計 3,571,101 1,883,921

純資産の部   
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９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21年12月31日) 

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 101,272 265,776

自己株式 △3,101 △3,070

株主資本合計 2,117,302 2,281,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,128 6,287

評価・換算差額等合計 2,128 6,287

少数株主持分 61,629 75,139

純資産合計 2,181,061 2,363,264

負債純資産合計 5,752,162 4,247,185
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,414,978 1,752,846

売上原価 860,826 1,251,994

売上総利益 554,151 500,851

販売費及び一般管理費 1,052,281 590,463

営業損失（△） △498,129 △89,611

営業外収益   

家賃収入 3,673 3,598

受取事務代行収入 38,405 －

投資事業組合利益 6,141 11,157

持分法による投資利益 15,289 26,810

その他 19,693 11,081

営業外収益合計 83,202 52,647

営業外費用   

支払利息 30,432 14,899

家賃原価 1,897 1,839

融資手数料 5,546 5,609

投資事業組合損失 13,487 8,488

その他 1,334 75

営業外費用合計 52,698 30,911

経常損失（△） △467,625 △67,875

特別利益   

固定資産売却益 3,277 －

特別利益合計 3,277 －

特別損失   

投資有価証券評価損 5,207 －

特別損失合計 5,207 －

税金等調整前四半期純損失（△） △469,554 △67,875

法人税、住民税及び事業税 86,815 78,030

法人税等調整額 △14,498 △4,394

法人税等合計 72,316 73,635

少数株主損失（△） △3,220 △2,034

四半期純損失（△） △538,651 △139,476
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 673,979 562,627

売上原価 391,843 399,644

売上総利益 282,135 162,983

販売費及び一般管理費 246,808 179,129

営業利益又は営業損失（△） 35,327 △16,146

営業外収益   

家賃収入 1,477 1,135

投資事業組合利益 1,184 1,987

持分法による投資利益 13,246 12,654

その他 7,082 766

営業外収益合計 22,989 16,543

営業外費用   

支払利息 7,874 6,360

家賃原価 635 591

融資手数料 1,887 1,890

投資事業組合損失 3,433 659

その他 － 56

営業外費用合計 13,831 9,558

経常利益又は経常損失（△） 44,485 △9,161

特別利益   

固定資産売却益 3,277 －

投資有価証券評価損戻入額 4,947 －

特別利益合計 8,225 －

特別損失   

投資有価証券評価損 5,207 －

特別損失合計 5,207 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

47,503 △9,161

法人税、住民税及び事業税 82,652 30,718

法人税等調整額 △3,650 △4,221

法人税等合計 79,002 26,497

少数株主損失（△） △497 △375

四半期純損失（△） △31,000 △35,283
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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（△） △469,554 △67,875

減価償却費 10,623 15,489

買取債権回収益 △523,036 △292,966

投資有価証券評価損益（△は益） 5,207 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 618,101 205,445

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,824 8,616

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,314 9,536

支払利息 30,432 14,899

売上債権の増減額（△は増加） 92,953 11,494

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,681 △405,933

未収入金の増減額（△は増加） △164,932 230,287

仕入債務の増減額（△は減少） △7,817 △7,196

未払金の増減額（△は減少） △17,258 △5,025

前受金の増減額（△は減少） △34,748 －

預り金の増減額（△は減少） 368,181 102,544

買取債権の購入による支出 △844,545 △1,945,319

買取債権の回収による収入 1,360,185 869,667

その他 △14,101 △8,837

小計 475,511 △1,265,172

利息及び配当金の受取額 14,592 1,376

利息の支払額 △24,102 △19,165

法人税等の支払額 △120,156 △51,104

法人税等の還付額 11,750 6,094

営業活動によるキャッシュ・フロー 357,595 △1,327,971

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △15,000 －

有形固定資産の取得による支出 △11,377 －

有形固定資産の売却による収入 14,680 －

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 －

短期貸付金の回収による収入 125,000 －

投資事業組合出資金の返還による収入 69,707 74,087

投資不動産の取得による支出 △40,000 －

その他 1,427 15,047

投資活動によるキャッシュ・フロー 134,437 89,135

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 3,010,000 2,438,000

短期借入金の返済による支出 △3,645,000 △938,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △7,637

自己株式の取得による支出 － △31

配当金の支払額 △42,712 △42,814

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

△12,935 △15,331

財務活動によるキャッシュ・フロー △690,647 1,434,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △198,614 195,349

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 1,202,111 828,220
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該当事項はありません。 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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、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日から、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「特定労働派遣事業」に切り替え、司法書士法人等に対する派遣事業

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、当第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。 

司法書士法人等に対する派遣事業の開始により、従来登記関連サービス事業に属していた登記サービス業務

は当第３四半期連結会計期間において、当社グループの業務ではなくなったため、当第３四半期連結会計期間

の登記関連サービス事業は、測量サービス業務及びコンサルティング業務のみ記載しております。 

また、従来登記関連サービス事業に属していたサービサー業務は、デューデリジェンス業務の大幅な減少に

より、サービサー事業に区分を変更しております。 

（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、企業再生コンサル業務 

（2） 派遣事業・・・・・司法書士法人等への特定労働者派遣業務 

（3） 登記関連サービス事業・・・・・測量サービス業務、コンサルティング業務 

（4） その他の事業・・・・・エスクロー信託業務、仲介、鑑定業務 

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

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、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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
サービサー

事業 
（千円） 

派遣事業
（千円） 

登記関連サ
ービス事業
（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  401,574  211,809  33,198  27,397  673,979  －  673,979

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  760  760 ( )760  －

  計  401,574  211,809  33,198  28,157  674,739  ( )760  673,979

 
営業利益（又は営業損

失） 
 179,751  10,299 ( )26,026 ( )8,749  155,275 ( )119,948  35,327

  
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  302,161  224,163  17,102  19,200  562,627  －  562,627

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  820  820 ( )820  －

  計  302,161  224,163  17,102  20,020  563,447  ( )820  562,627

 
営業利益（又は営業損

失） 
 110,742  24,647 ( )13,532 ( )13,394  108,463 ( )124,609 ( )16,146
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（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・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・・・・・信託事業、不動産ソリューション事業 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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、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日から、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「特定労働派遣事業」に切り替え、司法書士法人等に対する派遣事業

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、当第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。 

司法書士法人等に対する派遣事業の開始により、従来登記関連サービス事業に属していた登記サービス業務

は当第３四半期連結会計期間において、当社グループの業務ではなくなったため、当第３四半期連結会計期間

の登記関連サービス事業は、測量サービス業務及びコンサルティング業務のみ記載しております。 

また、従来登記関連サービス事業に属していたサービサー業務は、デューデリジェンス業務の大幅な減少に

より、サービサー事業に区分を変更しております。 

（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、企業再生コンサル業務 

（2） 派遣事業・・・・・司法書士法人等への特定労働者派遣業務 

（3） 登記関連サービス事業・・・・・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 

（4） その他の事業・・・・・エスクロー信託業務、仲介、鑑定業務 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

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、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。 

  
サービサー

事業 
（千円） 

派遣事業
（千円） 

登記関連サ
ービス事業
（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  821,756  211,809  323,911  57,501  1,414,978  －  1,414,978

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  2,295  2,295 ( )2,295  －

  計  821,756  211,809  323,911  59,796  1,417,273  ( )2,295  1,414,978

 
営業利益（又は営業損

失） 
( ) 79,340  10,299  20,094 ( )39,890 ( )88,836 ( )409,292 ( )498,129
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（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・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・・・・・信託事業、不動産ソリューション事業  

該当事項はありません。  

  
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  912,753  668,529  76,964  94,598  1,752,846  －  1,752,846

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 60  －  －  1,840  1,900 ( )1,900  －

  計  912,813  668,529  76,964  96,438  1,754,746  ( )1,900  1,752,846

 
営業利益（又は営業損

失） 
 294,611  52,497 ( )53,352 ( )22,315  271,439 ( )361,051 ( )89,611

（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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