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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10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9月期第2四半期 885 32.3 9 ― 1 ― 25 ―

21年9月期第2四半期 669 ― △85 ― △103 ― △156 ―

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9月期第2四半期 1,009.94 ―

21年9月期第2四半期 △5,542.46 ―

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9月期第2四半期 2,448 1,128 46.1 42,724.21
21年9月期 2,318 1,087 46.9 42,297.21

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  1,128百万円 21年9月期  1,087百万円

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9月期 ― ― ― ― ―

22年9月期 ― ―

22年9月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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 1,267 △20.9 29 ― 34 ― 28 ― 1,075.82
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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  有  
（注） 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】  4．その他をご覧下さい。 

(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 

本資料に記載されている業績予想の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によ
り予想値を異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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9月期第2四半期 29,412株 21年9月期  28,404株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  3,005株 21年9月期  2,696株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 25,672株 21年9月期第2四半期 28,404株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、各国の政府や金融当局による景気刺激策や金融安定化対

策の実施効果や、輸出を主体とした業況の回復など持ち直しの動きが見られました。一方で、内需や雇用

環境等の低迷が続くなかデフレ状況が見られるなど、依然として厳しい状況で推移いたしました。  

 不動産業界におきましては、新築住宅の供給量は未だ回復していないものの、東京圏を中心に新築マン

ション契約率や中古マンション成約件数の上昇、オフィスビル稼働状況の持ち直しの兆しが見受けられる

など、事業環境は落ち着きを取り戻しております。 

 このような環境の中、当社グループは、事業回転性を注視しつつ中小型のマンション開発プロジェクト

や中古物件リセール事業を推進するとともに、物品保管サービス事業向け入金管理・滞納保証事業の業容

拡大に努めてまいりました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は885,934千円（前年同四半期比32.3％増）、

営業利益は9,430千円（前年同四半期実績は営業損失85,825千円）、経常利益は1,690千円（同経常損失

103,489千円）、四半期純利益は25,927千円（同四半期純損失156,252千円）となりました。  

    

 各事業種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。  

  

（プリンシパルインベストメント事業）  

  プリンシパルインベストメント事業につきましては、川口パークタワーの一部（住居23戸、駐車場25区

画）を始めとしたエンド市場向けリニューアル再販物件や、中小型レジデンス開発案件「水天宮前プロジ

ェクト」への投資を行い、収益化を進めてまいりました。売上高は675,779千円（前年同四半期比28.2％

増）、営業利益は83,244千円（前年同四半期比927.2%増）となりました。 

  

（アセットマネジメント事業）  

  アセットマネジメント事業につきましては、アセットマネジメント業務受託中のSPC（不動産投資特別

目的会社）に対する資産価値の維持・向上業務に注力するとともに、個人投資家・事業法人向け投資適格

物件や実需層向け優良マンションの紹介を中心としたソリューション事業を展開してまいりました。以上

の結果、売上高は28,010千円（前年同四半期比65.2％増）、営業損失5,530千円（前年同四半期実績は営

業利益1,551千円）となりました。 

  

（セールスプロモーション事業）  

  セールスプロモーション事業につきましては、不動産業（マンション販売・賃貸現場向けハウジングア

ドバイザー・受付スタッフ・リーシングサポーター等）、軽作業、官公庁等を中心に人材派遣件数の拡大

に努めました。以上の結果、売上高は86,426千円（前年同四半期比31.3％減）、営業利益3,330千円（前

年同四半期比10.0％減）となりました。 

  

・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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(アウトソーシングサービス事業）  

 アウトソーシングサービス事業につきましては、大手レンタル収納スペース管理会社を始めとした既存

顧客からの入金管理・滞納保証受託件数のさらなる積み上げと受託シェア拡大のための新規営業を強化し

てまいりました。以上の結果、売上高は95,717千円、営業利益は9,429千円となりました。  

※アウトソーシングサービス事業は、前第３四半期連結会計期間末より連結子会社となりました株式会社パルマが

  行っている事業であり、当該事業セグメントを新設しております。  

  

①資産、負債及び純資産の状況  

 （総資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、2,448,228千円（前連結会計年度末比5.6％増）となりまし

た。 

 （流動資産）  

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、1,407,509千円（前連結会計年度末比

11.6％増）となりました。これは主に、連結子会社の連結範囲の除外等に伴い、仕掛販売用不動産が

95,238千円減少した一方で、現金及び預金が192,038千円及び販売用不動産が106,928千円増加したこと

によるものであります。 

 （固定資産）     

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、1,040,718千円（前連結会計年度末比1.6％

減）となりました。これは主に、当社グループの本社移転等により有形固定資産が4,200千円、差入保

証金が25,895千円減少したことによるものです。 

 （流動負債）     

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、283,393千円（前連結会計年度末比37.5％

減）となりました。これは主に、一年内返済予定の長期借入金が190,000千円減少したこと及び移転損

失引当金が22,449千円減少したこと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における固定負債の残高は、1,036,137千円（前連結会計年度末比

33.4％増）となりました。これは主に、長期借入金が253,425千円増加したこと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における純資産の残高は、1,128,697千円（前連結会計年度末比3.7％

増）となりました。これは、新株予約権が行使されたことにより資本金、資本準備金がそれぞれ10,962

千円増加したこと及び四半期純利益が25,927千円計上されたことによるものであります。この結果、自

己資本比率は46.1％となりました。  

 ②連結キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ192,038千円増加し963,067千円となりました。 

また、当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、264,538千円（前年同四半期は

312,767千円の資金の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益25,094千円の計

上、たな卸資産の増加額348,317千円、貸倒引当金の増加額16,999千円及び移転損失引当金の減少額

12,363千円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、33,124千円（前年同四半期は

55,325千円の資金の増加）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12,145千円、貸

付による支出17,100千円があったものの、連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入32,527

千円及び敷金の回収による収入30,209千円があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によって得られた資金は、427,569千円（前年同四半期

は279,266千円の資金の減少）となりました。これは、長期借入金の返済による支出396,574千円があっ

たものの、長期借入れによる収入478,900千円及び長期預り金の受入による収入340,200千円があったこ

とによるものです。 

  

平成22年９月期の通期（平成21年10月１日～平成22年３月31日）の業績予想につきましては、変更はあ

りません。 

  
  

   該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が 

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定 

する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

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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１【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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 963,067 771,029

売掛金 32,392 32,912

販売用不動産 106,928 －

仕掛販売用不動産 240,153 335,392

その他 99,150 145,867

貸倒引当金 △34,183 △24,175

流動資産合計 1,407,509 1,261,026

固定資産   

有形固定資産   

建物 220,665 223,634

土地 704,142 704,142

その他 4,083 5,315

有形固定資産合計 928,891 933,092

無形固定資産 15,049 19,372

投資その他の資産   

投資有価証券 15,059 21,090

長期貸付金 57,420 27,999

その他 29,805 55,810

貸倒引当金 △5,508 △146

投資その他の資産合計 96,776 104,753

固定資産合計 1,040,718 1,057,219

資産合計 2,448,228 2,318,246

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,251 1,093

短期借入金 36,770 36,770

1年内返済予定の長期借入金 － 190,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 1,272 857

移転損失引当金 － 22,449

その他 216,099 182,320

流動負債合計 283,393 453,491

固定負債   

社債 10,000 20,000

長期借入金 253,425 －

長期預り金 751,833 754,290

その他 20,877 2,511

固定負債合計 1,036,137 776,801
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(単位：千円)

当第２四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９月30日) 

負債合計 1,319,530 1,230,293

純資産の部   

株主資本   

資本金 328,475 317,513

資本剰余金 258,475 247,513

利益剰余金 578,187 552,260

自己株式 △34,961 △28,081

株主資本合計 1,130,177 1,089,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,958 △1,829

評価・換算差額等合計 △1,958 △1,829

少数株主持分 479 576

純資産合計 1,128,697 1,087,952

負債純資産合計 2,448,228 2,318,246
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 669,804 885,934

売上原価 594,196 669,149

売上総利益 75,608 216,785

販売費及び一般管理費 161,433 207,354

営業利益又は営業損失（△） △85,825 9,430

営業外収益   

受取利息 2,693 2,582

受取配当金 142 40

持分法による投資利益 － 8,451

匿名組合投資利益 1,295 －

匿名組合分配益 － 2,456

その他 872 756

営業外収益合計 5,004 14,288

営業外費用   

支払利息 5,853 2,654

投資有価証券売却損 300 －

持分法による投資損失 16,415 －

匿名組合分配損 － 4,914

貸倒引当金繰入額 － 12,030

その他 99 2,429

営業外費用合計 22,668 22,028

経常利益又は経常損失（△） △103,489 1,690

特別利益   

関係会社株式売却益 － 26,934

その他 － 4,477

特別利益合計 － 31,412

特別損失   

固定資産売却損 － 8

関係会社株式評価損 － 7,999

関係会社清算損 1,041 －

投資有価証券評価損 2,025 －

貸倒引当金繰入額 2,429 －

特別損失合計 5,496 8,008

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（△）

△108,986 25,094

法人税、住民税及び事業税 180 377

法人税等還付税額 － △1,113

法人税等調整額 47,143 －

法人税等合計 47,323 △735

少数株主損失（△） △57 △96

四半期純利益又は四半期純損失（△） △156,252 25,927
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 【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 538,824 765,961

売上原価 495,457 618,955

売上総利益 43,366 147,006

販売費及び一般管理費 82,314 97,364

営業利益又は営業損失（△） △38,948 49,641

営業外収益   

受取利息 1,552 1,481

受取配当金 78 －

持分法による投資利益 － 8,958

匿名組合分配益 － 954

その他 713 281

営業外収益合計 2,343 11,675

営業外費用   

支払利息 2,664 1,459

持分法による投資損失 15,214 －

貸倒引当金繰入額 － 8,157

その他 79 △1,352

営業外費用合計 17,958 8,264

経常利益又は経常損失（△） △54,562 53,052

特別利益   

関係会社清算益 3 －

貸倒引当金戻入額 － 128

特別利益合計 3 128

特別損失   

関係会社株式評価損 － 7,999

投資有価証券評価損 2,025 －

貸倒引当金繰入額 2,429 －

特別損失合計 4,455 7,999

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（△）

△59,013 45,181

法人税、住民税及び事業税 90 180

法人税等調整額 65,726 －

法人税等合計 65,816 180

少数株主損失（△） － △15

四半期純利益又は四半期純損失（△） △124,830 45,016
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△108,986 25,094

減価償却費 1,744 9,632

のれん償却額 － 1,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,448 16,999

移転損失引当金の増減額（△は減少） － △12,363

受取利息及び受取配当金 △2,835 △2,623

支払利息 5,853 2,654

投資有価証券売却損益（△は益） △185 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,025 －

匿名組合投資損益（△は益） △1,295 －

匿名組合分配損益（△は益） － 2,457

関係会社株式売却損益（△は益） － △26,934

関係会社株式評価損 － 7,999

関係会社清算損益（△は益） 1,041 －

持分法による投資損益（△は益） 16,415 △8,451

固定資産売却損益（△は益） － 8

売上債権の増減額（△は増加） 7,164 723

たな卸資産の増減額（△は増加） △167,276 △348,317

仕入債務の増減額（△は減少） △2,841 8,157

その他 △36,457 53,298

小計 △294,081 △270,580

利息及び配当金の受取額 709 206

利息の支払額 △5,461 △1,940

法人税等の還付額 － 8,018

法人税等の支払額 △13,934 △240

営業活動によるキャッシュ・フロー △312,767 △264,538

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 △6,000 －

定期預金の払戻による収入 36,000 －

有形固定資産の取得による支出 － △12,145

有形固定資産の売却による収入 － 50

無形固定資産の取得による支出 △320 △417

投資有価証券の取得による支出 △2,374 －

投資有価証券の売却による収入 3,855 －

関係会社株式の取得による支出 △5,000 －

関係会社株式の清算による収入 38,413 －

連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による
収入

－ 32,527

貸付けによる支出 △9,250 △17,100

敷金の回収による収入 － 30,209
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,325 33,124

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 50,000 －

短期借入金の返済による支出 △125,000 －

長期借入れによる収入 － 478,900

長期借入金の返済による支出 △127,930 △396,574

社債の償還による支出 △60,000 △10,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 21,924

自己株式の取得による支出 △16,336 △6,880

長期預り金の受入による収入 － 340,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,266 427,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △536,708 196,155

現金及び現金同等物の期首残高 1,006,989 771,029

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △4,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 470,281 963,067
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該当事項はありません。 

  

 1 事業の種類別セグメント情報    

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
  

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

 
  

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各区分の主な事業内容 

 （1）プリンシパルインベストメント事業・・・・・・開発用不動産の仕入、開発及び売却 

 （2）アセットマネジメント事業・・・・・・・・・・アセットマネジメント、不動産仲介 

 （3）セールスプロモーション事業・・・・・・・・・人材派遣 

 （4）アウトソーシングサービス事業・・・・・・・・保管サービス事業者向け入金管理・滞納保証業務 

３ 事業区分の追加 

アウトソーシングサービス事業は、前第３四半期連結会計期間末より連結子会社となりました株式会社パル

マが行っている事業であり、当該事業セグメントを新設しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

プリンシパル
インベスト 
メント事業 
(千円)

アセット
マネジメント

事業 
(千円)

セールスプロ
モーション 

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 476,669 8,475 53,678 538,824 ― 538,824

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 476,669 8,475 53,678 538,824 ― 538,824

営業利益又は営業損失（△) 13,542 1,060 △2,550 12,052 (51,000) △38,948

プリンシパル
インベストメ
ント事業 
(千円)

アセットマネ
ジメント事業

(千円)

セールスプロ
モーション事

業 
(千円)

アウトソーシ
ングサービス
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

663,599 14,351 41,363 46,647 765,961 ― 765,961

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

― 1,637 1,382 ― 3,019 (3,019) ―

計 663,599 15,988 42,745 46,647 768,981 (3,019) 765,961

営業利益又は 
営業損失（△）

94,156 △ 19,798 2,257 6,444 83,059 (33,418) 49,641
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日) 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) 1  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

2  各区分の主な事業内容 

 （1）プリンシパルインベストメント事業・・・・・・開発用不動産の仕入、開発及び売却 

 （2）アセットマネジメント事業・・・・・・・・・・アセットマネジメント、不動産仲介 

 （3）セールスプロモーション事業・・・・・・・・・人材派遣 

 （4）アウトソーシングサービス事業・・・・・・・・保管サービス事業者向け入金管理・滞納保証業務 

3 事業区分の追加 

アウトソーシングサービス事業は、前第３四半期連結会計期間末より連結子会社となりました株式会社パル

マが行っている事業であり、当該事業セグメントを新設しております。 

  

プリンシパル
インベスト 
メント事業 
(千円)

アセット
マネジメント

事業 
(千円)

セールスプロ
モーション 

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 527,138 16,951 125,714 669,804 ― 669,804

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 527,138 16,951 125,714 669,804 ― 669,804

営業利益又は営業損失（△) 8,104 1,551 3,700 13,355 (99,181) △85,825

プリンシパル
インベストメ
ント事業 
(千円)

アセットマネ
ジメント事業

(千円)

セールスプロ
モーション事

業 
(千円)

アウトソーシ
ングサービス
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

675,779 28,010 86,426 95,717 885,934 ― 885,934

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

― 14,656 2,045 30 16,731 (16,731) ―

計 675,779 42,666 88,471 95,747 902,666 (16,731) 885,934

営業利益又は 
営業損失（△）

83,244 △ 5,530 3,330 9,429 90,473 (81,043) 9,430
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2 所在地別セグメント情報 

   当第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）及び当第２四半期 

  連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

  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ないため、該当事項はありません。 

  

3 海外売上高 

   当第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）及び当第２四半期  

  連結累計期間（自 平成21年10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。 

  

   平成22年３月30日付で新株予約権の行使に伴う払込を受けました。この結果、当第２四半期連  

  結累計期間において資本金が10,962千円、資本準備金が10,962千円増加し、当第２四半期連結会 

  計期間末において資本金が328,475千円、資本剰余金が258,475千円となっております。    

   また、平成22年２月15日の取締役会決議に基づき309株の自己株式取得を実施し、当第２四半期  

  累計会計期間において、自己株式が6,880千円増加いたしました。 

  

(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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 当第２四半期連結会計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

   該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日) 

 連結子会社における会社分割による給与日前給料希望日払いサービス事業の分社化  

当社の連結子会社である株式会社パルマは、平成21年12月16日に同社の給与日前給料希望日払いサー

ビス事業を会社分割し、新たに株式会社パルマSVCを同日に設立いたしました。 

 なお、平成21年12月25日に、株式会社パルマSVCの株式85%を株式会社Y's＆partnersに譲渡いたしま

した。 

 会社分割の概要は次のとおりであります。 

ビジネスフィールド及び戦略の異なる２事業（トランクルーム等保管サービス事業者向け入金管

理・滞納保証サービス、給与日前給料希望日払いサービス）の事業体制を見直し、それぞれの事業領

域に合わせた的確な戦略に基づく事業を推進していくことで、経営資源の 適化を図れ、それぞれの

事業の拡大をより一層加速させることができると判断したため、給与日前給料希望日払いサービス事

業を会社分割し、株式会社パルマSVCに承継しました。 

(1)分割の日程 

 分割日        平成21年12月16日 

  新設会社設立登記日  平成21年12月16日 

(2)分割方式 

 株式会社パルマを分割会社とし、株式会社パルマSVCを承継会社とする簡易分割による新設  

  分割であります。 

(1)分割した事業の内容 

 給与日前給料希望日払いサービス事業 

(2)分割した資産、負債の項目および金額 

 
４ 新設会社の状況 

(1)商号        株式会社パルマSVC 

 (2)所在地       東京都港区六本木二丁目３番９号 

 (3)設立年月日     平成21年12月16日 

 (4)主な事業内容    給与日前給与希望日払いサービス 

 (5)決算期       ９月30日 

 (6)資本金       9,400千円 

 (7)発行済株式数    940株      

(7) 企業結合等関係

  １ 会社分割の目的

 ２ 会社分割の要旨

 ３ 分割した事業の概要

平成21年12月15日現在
資産 負債

項目 帳簿価額（千円） 項目 帳簿価額（千円）
流動資産 7,500 流動負債 -
固定資産 6,589 固定負債 -

合計 14,089 合計 -
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 (8)大株主及び持株比率 株式会社パルマ 100% 

             （平成21年12月16日設立時の持分比率を記載しております。） 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

6. その他の情報
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