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（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 ％

25年12月期第１四半期  158 △68.9 △168 － △153  － △49 －

24年12月期第１四半期  509 △11.1  23 －  3  －  5 －

（注）包括利益 25年12月期第１四半期 △71百万円（ ％） －   24年12月期第１四半期 13百万円 （ ％） －

  
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

25年12月期第１四半期 △11.71 －

24年12月期第１四半期  1.18 －

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％

25年12月期第１四半期  6,111  2,292  35.9

24年12月期  4,920  2,410  46.7

（参考）自己資本 25年12月期第１四半期 2,191百万円   24年12月期 2,298百万円 

  
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 
24年12月期  － 0.00 － 10.00  10.00

25年12月期  －   
25年12月期（予想）   0.00 － 10.00  10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  546  △60.3 △61 － △82 －  △87  － △20.50

通期  1,725  △24.0  248 △56.4  207 △60.2  115  △68.5  27.00

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規      ― 社  （社名）                        、除外      ― 社  （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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。 

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期１Ｑ 4,268,000株 24年12月期 4,268,000株

②  期末自己株式数 25年12月期１Ｑ 8,272株 24年12月期 8,272株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 4,259,728株 24年12月期１Ｑ 4,259,728株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年３月31日）におけるわが国経済は、昨年末の政権交代

以後「アベノミクス」に対する期待感により株価が上昇し、円安に為替が振れたことで景況感が上向いてきまし

た。 

一方、個人消費においても、景況感改善や物価上昇予想が徐々に広がり、個人消費にも底堅さがみえつつありま

す。株高に加え、賃金の上昇期待など消費者心理の改善が、さらに進み消費が拡大していけば、企業の収益や投資

の回復に繋がる実体経済の好循環への道筋も見えてきます。 

本年１月から３月の新設住宅着工戸数は約20万９千戸と前年比5.1％増となり、総戸数は７ヵ月連続で前年同月

の水準を上回るなど、緩やかながら持ち直しの動きは継続しております。 

今後の先行きについては、雇用・所得環境等の推移、東日本大震災からの復興状況、建設労働者の需給状況等を

引続き慎重に見極める必要があります。 

不動産市況においても、2013年地価公示は全国的には下落しているものの下落率は縮小し、上昇・横ばい地点が

大幅増加してきました。投資マネーが流入している都市部を中心に地価の底入れの兆しが出てきました。 

これまで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金融円滑化法（以下「金融円滑化法」）の延

長、中小企業庁の緊急保証制度により金融機関の不良債権比率が引き下げられてきましたが、全国銀行が抱える不

良債権は、平成24年９月期で11.8兆円と平成24年３月期と比べ横ばいとなっております。支援を受けながら思うよ

うに回復せず、事業継続を断念するケースが増加しています。 

今後は金融円滑化法にかわって、各地域で設立された中小企業再生ファンドをはじめとした各種の企業再生支援

メニューへ経営支援の軸足を移す必要があります。 

不良債権ビジネスにおいては、金融機関からの債権売却のバルクセールはこれまでよりは増加している反面、債

権価格が高騰しており、入札競争が厳しくなってきています。 

このような環境下で、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

ップサービスの提供会社」をビジネスモデルとして、サービサー事業、不動産ソリューション事業、信託事業、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、サービサー事業は買取債権及びバックアップサービサーの回収が予定通り進まず

前年実績を下回りました。また、金融機関からの債権売却については、債権価格の高騰、入札競争の激化により、

債権買取において苦戦を強いられましたが、大型再生案件の債権等譲渡契約を締結（債権買取は第２四半期：４

月）し、今後に向けて買取債権の積み上げを図ることができました。 

不動産ソリューション事業は、借地権負担付土地（底地）の売却及び仲介案件の取組みにより前年実績を上回り

ました。また、信託事業、その他の事業も前年実績を上回りました。 

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前年に比べ32百万円増加し、営業損失は

168百万円となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が158百万円（前年同期比68.9％減）となり、営業損失

は168百万円（前年同期営業利益23百万円）、経常損失は153百万円（前年同期経常利益３百万円）、四半期純損失

は49百万円（前年同期四半期純利益５百万円）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①サービサー事業 

サービサー事業においては、買取債権及びバックアップサービサーの回収強化を図ったものの計画通り進まず、

売上高は112百万円（前年同期比57.3％減）、セグメント損失は34百万円（前年同期セグメント利益138百万円）と

なりました。なお、大型再生案件の債権等譲渡契約を締結（債権買取は第２四半期：４月）し、今後に向けて買取

債権の積み上げを図ることができました。 

②不動産ソリューション事業 

不動産ソリューション事業においては、新規借地権負担付土地（底地）の購入により、地代及び家賃収入が増加

し、安定売上となりました。また、底地の売却並びに仲介案件の取組みにより、売上高は27百万円（前年同期比

642.8％増）、セグメント損失は０百万円（前年同期セグメント損失７百万円）となりました。 

③信託事業 

信託事業においては、不動産購入時の手付金、葬儀代金の前払金保全等に伴う新たな信託契約や兼業部門の不動

産仲介案件等により、売上高は10百万円（前年同期比76.1％増）、セグメント損失は６百万円（前年同期セグメン

ト損失11百万円）となりました。なお、株式会社横浜銀行様と業務提携しております遺産整理業務は、順調に推移

しており、着実に実績の積み上げを図って参ります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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6,111百万円（前連結会計年度末に比べ1,190百万円

増）、株主資本2,169百万円（同92百万円減）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5,398百万円（前連結会計年度末に比べ1,215百万円増）となり

ました。これは主に、現金及び預金1,022百万円の増加、販売用不動産316百万円の増加、買取債権91百万円の減少

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712百万円（前連結会計年度末に比べ24百万円減）となりまし

た。これは主に、投資有価証券21百万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2,998百万円（前連結会計年度末に比べ1,315百万円増）となり

ました。これは主に、短期借入金1,197百万円の増加、預り金105百万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820百万円（前連結会計年度末に比べ７百万円減）となりまし

た。これは主に、リース債務８百万円の減少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2,292百万円（前連結会計年度末に比べ117百万円減）となりまし

た。これは主に、配当に伴う利益剰余金42百万円の減少、四半期純損失の計上による利益剰余金49百万円の減少に

よるものであります。 

（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１四半期決算を踏まえ検討した結果、平成25年２月12日の「平成24年12月期 決

算短信」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,709,521 2,731,577

売掛金 31,106 16,057

買取債権 2,650,376 2,558,540

販売用不動産 462,584 779,292

仕掛品 2,287 2,602

繰延税金資産 81,798 86,248

未収入金 178,415 160,217

未収還付法人税等 － 42,013

その他 40,015 27,557

貸倒引当金 △972,340 △1,005,168

流動資産合計 4,183,766 5,398,940

固定資産   

有形固定資産 85,932 81,085

無形固定資産 44,481 40,446

投資その他の資産   

投資有価証券 341,823 320,179

差入保証金・敷金 183,888 190,214

その他 80,395 80,216

投資その他の資産合計 606,107 590,609

固定資産合計 736,522 712,141

資産合計 4,920,288 6,111,082

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,602 2,265

短期借入金 1,403,000 2,600,000

リース債務 35,168 35,335

未払法人税等 15,414 3,320

賞与引当金 9,899 24,487

その他 215,617 333,276

流動負債合計 1,682,701 2,998,684

固定負債   

リース債務 62,958 54,099

繰延税金負債 19,287 11,769

退職給付引当金 178,937 183,050

役員退職慰労引当金 502,743 507,714

預り保証金 48,924 48,914

資産除去債務 14,387 14,455

固定負債合計 827,237 820,003

負債合計 2,509,939 3,818,687
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３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 892,034 892,034

利益剰余金 288,581 196,114

自己株式 △3,118 △3,118

株主資本合計 2,261,997 2,169,530

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 36,687 21,604

その他の包括利益累計額合計 36,687 21,604

少数株主持分 111,663 101,259

純資産合計 2,410,348 2,292,394

負債純資産合計 4,920,288 6,111,082
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 509,799 158,477

売上原価 360,487 165,128

売上総利益又は売上総損失（△） 149,312 △6,651

販売費及び一般管理費 125,416 161,833

営業利益又は営業損失（△） 23,895 △168,484

営業外収益   

家賃収入 958 1,454

投資事業組合利益 456 33,468

持分法による投資利益 3,505 －

貸倒引当金戻入額 7,800 －

還付加算金 60 10,509

その他 934 1,505

営業外収益合計 13,716 46,937

営業外費用   

支払利息 11,143 6,354

家賃原価 862 526

融資手数料 21,571 24,535

投資事業組合損失 316 362

その他 0 224

営業外費用合計 33,894 32,002

経常利益又は経常損失（△） 3,717 △153,549

特別利益   

投資有価証券売却益 － 64,762

特別利益合計 － 64,762

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（△）

3,717 △88,787

法人税、住民税及び事業税 3,170 1,252

法人税等還付税額 △128 △30,547

法人税等調整額 △3,728 △2,992

法人税等合計 △686 △32,286

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

4,403 △56,500

少数株主損失（△） △616 △6,631

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,019 △49,869
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

4,403 △56,500

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,180 △15,083

その他の包括利益合計 9,180 △15,083

四半期包括利益 13,584 △71,584

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 14,200 △64,952

少数株主に係る四半期包括利益 △616 △6,631
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年３月31日） 

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、測量事業、派遣事業等を

含んでおります。 

２. セグメント利益又は損失（△）の調整額の主なものは、全社費用の△120,779千円であり、当社の総

務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

３. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年１月１日 至平成25年３月31日） 

１. 報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、測量事業、派遣事業等を

含んでおります。 

２. セグメント損失（△）の調整額の主なものは、全社費用の△127,924千円であり、当社の総務・経理部

門等の管理部門に係る費用であります。 

３. セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）３ 

サービサー

事業 

不動産ソリ

ューション

事業 
信託事業 計

売上高                 

外部顧客への売

上高 
 262,460  3,730  5,911  272,102  237,696  509,799  －  509,799

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  2,950  2,950  －  2,950  △2,950  －

計  262,460  3,730  8,861  275,052  237,696  512,749  △2,950  509,799

セグメント利益又

は損失（△） 
 138,067  △7,726  △11,520  118,820  25,854  144,675 △120,779  23,895

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）３ 

サービサー

事業 

不動産ソリ

ューション

事業 
信託事業 計

売上高                 

外部顧客への売

上高 
 112,083  27,712  10,411  150,207  8,270  158,477  －  158,477

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  5,518  5,518  －  5,518  △5,518  －

計  112,083  27,712  15,930  155,725  8,270  163,995  △5,518  158,477

セグメント損失

（△） 
 △34,041  △47  △6,430  △40,519  △61  △40,581 △127,903  △168,484
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２. 報告セグメントの変更等に関する事項 

前第１四半期連結累計期間において報告セグメントとしておりました「派遣事業」について、当第１

四半期連結累計期間より、金額的重要性が乏しいため「その他」の区分に含めております。 

また、当第１四半期連結累計期間から、従来「その他」として表示していた「信託事業」について、

金額的重要性が増したため報告セグメントとして区分しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメント

の区分に基づき作成したものを開示しております。 
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