
 

(財)財務会計基準機構会員  

平成18年12月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）
 平成18年５月11日

上場会社名　セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社         （コード番号：2392　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.securedcapital.co.jp/）  

代表者名　代表取締役会長兼社長　髙梨　勝也 　　　　　　　ＴＥＬ：（03）5776－1300

問合せ先　取締役管理本部長　　  菅井　毅  

１　四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　有

 　 当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　有

 　 連結（除外）　１社　　　　持分法（新規）　　１社

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

 　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

２　平成18年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日　～　平成18年３月31日）

(1）連結経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期第１四半期 2,245 237.8 1,604 740.8 1,608 732.6 959 810.6

17年12月期第１四半期 664 △8.1 190 △40.1 193 △32.6 105 △34.6

（参考）17年12月期 4,380  2,176  2,185  1,222  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

18年12月期第１四半期 8,065 88 6,787 21

17年12月期第１四半期 2,728 81 2,276 14

（参考）17年12月期 10,433 81 8,787 49

　（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

 

 [連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

 　当第１四半期連結会計期間における当社を取り巻く事業環境につきましては、従来の海外投資家からの活発な投資資金

の流入に加え、国内投資家によるJ-REIT（公募型不動産投資信託）あるいは私募不動産ファンドへの積極的な投資が不動

産市場の流動性を一層高めております。当第１四半期連結会計期間末においてはJ-REITの資産累計額は４兆円を超え、ま

た私募不動産ファンド市場規模(取得資産額ベース)は約4.4兆円となるなど市場の拡大が続いております。日本銀行の政策

転換により金利上昇懸念が高まりつつありますが、不動産の賃料上昇も顕著となり投資家は総じて引続き強気の見通しを

もっています。不良債権市場についても再生型案件や地方案件など活発な取引が継続しております。

　当社は運用中の各ファンドについて優れたパフォーマンスを確保すべく努力すると共に、変化する市場環境に対応すべ

く新規業務の立ち上げや開発に注力しています。総じて良好な事業環境のもと、当社の業績は引き続き順調に推移してお

ります。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,245,380千円(前年同期比237.8％増)、経常利益1,608,050千円(前

年同期比732.6％増)、四半期純利益959,369千円(前年同期比810.6％増)となりました。
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　事業の種類別セグメントの業績は下記のとおりであります。

①　不動産投資・アセットマネージメント事業

  大型不動産投資ファンドやJ-REIT等による投資物件の取得競争の激化によりキャップレートの低下圧力が継続し

ていますが、当社グループは長年培った人脈、ノウハウ等や積極的なマーケティングにより、引続き多数の既存収

益物件や新規開発案件等を取得することに成功しました。また、売却案件については、一部の案件のクロージング

が第２四半期にずれ込んでいるものもありますが、予定通りの手数料収益を計上しました。

  現在、当社が海外投資家向けのファンドとして運用中のファンドは２本(SCJREPⅠ号ファンド及びSCJREPⅡ号ファ

ンド)あり、Ⅰ号ファンド(平成16年３月設定、総額約600億円、別途調達するノンリコース・ローン部分を含む)は

既に投資回収の段階に入っています。またⅡ号ファンド(平成17年４月設定、総額約700億円、別途調達するノンリ

コース・ローン部分を含む)につきましても順調に物件購入が進んでおり、当社は後継ファンド(「後継ファンド」)

組成の準備に入っています。平成16年10月に当社グループが日本の機関投資家及び年金基金向けに組成した、総額

約800億円(別途調達するノンリコース・ローン部分を含む)の私募不動産投資ファンド(SCJRFⅠ号ファンド)につき

ましても、当第１四半期連結会計期間に投資案件の確保が順調に進んでいます。

  また、商業施設の案件発掘、プロデュース、空間ディスプレイ、テナントリーシング、プロパティマネージメン

ト等の分野に強みを有する株式会社丹青社と昨年業務提携をおこないましたが、共同で商業施設案件の発掘に注力

しており、今後商業施設案件への投資が増加するものと思われます。また中国における不動産投資の準備も順調に

進み、上記後継ファンドについては中国を中心とするアジア不動産への資産配分を検討中であります。さらに、昨

年秋に立ち上げたメザニンファンド関連の案件数も順調に増え、将来収益面での貢献が期待できます。

　当第１四半期連結会計期間における本事業の新規受託資産額は約113億円であり、当第１四半期連結会計期間末の

受託資産残高は約1,406億円となっておりますが、これは前連結会計年度末に比べて約44億円の増加となっておりま

す。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間における本事業の売上高は448,687千円(前年同期比96.1％増)、営業利益

は94,089千円(前年第1四半期　20,337千円の営業損失計上)となりました。

 

②　債権投資・管理回収事業

　大手金融機関による大型不良債権の一括売却による処理は昨年で一段落しましたが、当第１四半期連結会計期間

についても統合中の金融機関や地方銀行による債権売却が予想を上回る水準で引続き活発におこなわれました。ま

た、大手銀行による企業再生先や要管理先の大型個別債権売却案件や政府関係機関、債権回収会社、その他の投資

家等の二次流通市場における債権売却が一層活性化し、債権投資案件内容とその投資規模はますます多様化しまし

た。債権購入にかかわる入札価格競争は一層激化しておりますが、当社グループは、不動産担保債権の投資・管理

回収分野における強みを生かして、新規の債権運用資産の受託を順調に伸ばしました。当第１四半期連結会計期間

においては企業再生投資案件関連からの受取成功報酬の収受額が大幅に増加しました。　

　当第１四半期連結会計期間における本事業における新規受託資産額は約415億円であり、当第１四半期連結会計期

間末の受託資産残高は約998億円となりました。これは前連結会計年度末の受託資産残高に比べて約223億円の増加

となっております。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間における本事業の売上高は1,796,692千円(前年同期比312.1％増)、営業

利益は1,595,102千円(前年同期比513.2％増)となりました。

　

(２）連結財政状態の変動状況 （百万円未満切捨て）

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

18年12月期第１四半期 6,984  5,483  78.5  46,029 92

17年12月期第１四半期 4,358  3,469  79.6  89,404 61

（参考）17年12月期 6,005  4,637  77.2  39,077 31

(３）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨て）

営業活動による
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高

 百万円  百万円  百万円  百万円

18年12月期第１四半期 △527  50  △110  1,246  

17年12月期第１四半期 5  △506  20  2,020  

（参考）17年12月期 1,465  △2,170  57  1,854  
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 ［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

　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、投資有価証券の出資返還

により投資活動によるキャッシュ・フローは増加したものの、売上債権の増加や法人税等の支払いにより営業活動

によるキャッシュ・フローが減少したことにより、当四半期連結会計期間末においては期首残高よりも587,434千円

減少し、1,246,117千円となりました。当第１四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、以下のとおりであります。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　当四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は527,474千円となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益を1,608,038千円計上したものの売上債権残高が1,332,722千円増加し、法人税

の支払い921,931千円があったことが主な要因であります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　当四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は50,098千円となりました。

これは、投資有価証券の出資返還による収入が1,547,852千円あったもののその他の関係会社有価証券の取得によ

る支出1,188,514千円、金銭信託受益権の取得による支出113,080千円、匿名組合出資による支出112,176千円があっ

たことが主な要因であります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　当四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は110,058千円となりました。

これは、株式の発行により8,612千円の収入があったものの配当金の支払い118,671千円があったことが主な要因で

あります。

 

３　平成18年12月期の連結業績予想（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 5,800 3,000 1,710

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　14,354円07銭

 　　　※平成18年３月末日の発行済株式数をベースに計算しております。

 

 ［業績予想に関する定性的情報等］

 　 平成18年度も引続き不動産投資市場の拡大が予想されます。当社グループは優良物件の発掘と運用に注力するととも

にカスタマーサービスの分野の充実を図り、投資家からの信頼の向上に努力し、更なる事業拡大を図る所存であります。

　  当第１四半期連結会計期間につきましては、企業再生投資案件関連の成功報酬の収受が増加し業績に大きく貢献しま

した。当社は平成18年２月24日に、連結売上高5,800百万円、連結経常利益3,000百万円、連結当期純利益1,710百万円と

いう業績予想を発表しています。当連結会計年度における今後の業績につきましても順調に推移するものと予想してい

ますが、運用パフォーマンスに連動する成功報酬の額、新規投資案件の取得の進捗状況、出口戦略執行の成否及び時期

等につき多くの不確実性が存在するため、当社は業績予想については保守性を維持するという方針により、第２四半期

連結会計期間の業績推移を見ながら、通期の業績予想の修正の適否を判断する予定です。

    また、当社グループは中間業績予想を発表しておりませんが、当第１四半期連結会計期間の進捗を勘案し、中間連結

売上高は3,250百万円を見込んでおります。

 

 　※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであり、リスクや不確定な

要素等の要因が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があります。
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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

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年３月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

(平成17年12月31日現在)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 1,246,117 2,020,977 1,854,397

２　売掛金 2,196,403 426,800 863,681

３　短期貸付金 ※１ 3,000 322,858 3,000

４　未収入金 258,668 238,158 173,185

５　繰延税金資産 197,800 83,138 166,207

６　その他 273,295 99,609 93,403

流動資産合計 4,175,285 59.8 3,191,542 73.2 3,153,875 52.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 ※２ 45,060 29,534 46,595

(2）車両及び運搬具 ※２ － 3,110 －

(3）工具器具及び備品 ※２ 37,920 25,496 38,805

有形固定資産合計 82,981 1.2 58,141 1.3 85,401 1.4

２　無形固定資産 10,015 0.1 2,293 0.1 9,551 0.2

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,010,337 748,231 2,315,459

(2）その他の関係会社
有価証券

1,178,692 － －

(3）敷金及び保証金 255,107 200,913 245,620

(4）繰延税金資産 － 1,063 －

(5）その他 271,782 156,289 195,935

投資その他の資産合
計

2,715,919 38.9 1,106,497 25.4 2,757,015 45.9

固定資産合計 2,808,916 40.2 1,166,933 26.8 2,851,968 47.5

資産合計 6,984,201 100.0 4,358,475 100.0 6,005,843 100.0
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当第１四半期連結会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年３月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

(平成17年12月31日現在)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

１　未払金 159,631 173,011 125,388

２　未払法人税等 648,900 90,874 712,481

３　繰延税金負債 － － 7

４　預り金 399,258 239,435 179,684

５　賞与引当金 100,000 60,000 25,000

６　その他 188,785 29,949 321,902

流動負債合計 1,496,576 21.4 593,270 13.6 1,364,463 22.7

Ⅱ　固定負債

１　繰延税金負債 4,080 － 4,036

２　匿名組合出資預り金 － 295,411 －

固定負債合計 4,080 0.1 295,411 6.8 4,036 0.1

負債合計 1,500,656 21.5 888,682 20.4 1,368,500 22.8

(資本の部)

Ⅰ　資本金 1,177,665 16.9 1,151,399 26.4 1,173,200 19.5

Ⅱ　資本剰余金 1,146,069 16.4 1,120,319 25.7 1,141,691 19.0

Ⅲ　利益剰余金 3,158,909 45.2 1,204,480 27.6 2,321,549 38.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

6,362 0.1 △944 △0.0 6,363 0.1

Ⅴ　自己株式 △5,461 △0.1 △5,461 △0.1 △5,461 △0.1

資本合計 5,483,544 78.5 3,469,792 79.6 4,637,343 77.2

負債及び資本合計 6,984,201 100.0 4,358,475 100.0 6,005,843 100.0

－ 5 －



(2）四半期連結損益計算書

当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 2,245,380 100.0 664,805 100.0 4,380,878 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費 ※１ 641,325 28.6 474,020 71.3 2,204,695 50.3

営業利益 1,604,055 71.4 190,784 28.7 2,176,182 49.7

Ⅲ　営業外収益

１　受取利息 91 168 2,113

２　受取配当金 5,000 － －

３　為替差益 － 2,513 11,469

４　その他 0 5,092 0.2 113 2,796 0.4 691 14,274 0.3

Ⅳ　営業外費用

１　支払利息 － 362 375

２　新株発行費 143 72 4,589

３　為替差損 405 － －

４　持分法投資損失 548 1,097 0.0 － 434 0.1 － 4,964 0.1

経常利益 1,608,050 71.6 193,145 29.1 2,185,492 49.9

Ⅴ　特別利益       

１　固定資産売却益 ※２ － － － － － － 159 159 0.0

Ⅵ　特別損失

１　固定資産除却損 ※３ 11   110   2,015   

２　関係会社出資金売却
損

 － 11 0.0 － 110 0.0 569 2,585 0.1

匿名組合損益分配前
税金等調整前四半
期(当期)純利益

1,608,038 71.6 193,034 29.0 2,183,066 49.8

匿名組合損益分配額 － － 8,119 1.2 88,762 2.0

税金等調整前四半
期(当期)純利益

1,608,038 71.6 184,914 27.8 2,094,303 47.8

法人税、住民税及び
事業税

680,249 113,340 988,596

法人税等調整額 △31,580 648,669 28.9 △33,786 79,554 12.0 △116,722 871,873 19.9

四半期(当期)純利益 959,369 42.7 105,360 15.8 1,222,429 27.9

－ 6 －



(3）四半期連結剰余金計算書

当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,141,691 1,109,760 1,109,760

Ⅱ　資本剰余金増加高

　増資による新株の発行 4,377 4,377 10,558 10,558 31,930 31,930

Ⅲ　資本剰余金四半期末(期末)残高 1,146,069 1,120,319 1,141,691

(利益剰余金の部)

Ⅰ　利益剰余金期首残高 2,321,549 1,099,119 1,099,119

Ⅱ　利益剰余金増加高

　四半期(当期)純利益 959,369 959,369 105,360 105,360 1,222,429 1,222,429

Ⅲ　利益剰余金減少高    

　　１.配当金 118,671  －  －  

　　２.連結除外による減少高 3,338 122,009 － － － －

Ⅳ　利益剰余金四半期末(期末)残高 3,158,909 1,204,480 2,321,549

－ 7 －



(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期(当期)純利益 1,608,038 184,914 2,094,303

減価償却費 6,009 3,305 20,194

賞与引当金の増減額 75,000 45,000 10,000

受取利息及び受取配当金 △5,092 △168 △2,113

支払利息 － 362 375

持分法による投資損失 548 － －

新株発行費 143 72 4,589

有形固定資産除却損 11 110 2,015

売上債権の増減額 △1,332,722 294,632 △142,248

未収入金の増減額 △86,111 △75,282 △3,681

未払金の増減額 36,168 8,881 △27,989

預り金の増減額 219,574 69,698 9,947

前受金の増減額 △140,598 － 224,603

匿名組合分配損益 △3,144 △14,651 △132,619

匿名組合損益分配額 － 8,119 88,762

その他 16,551 △40,212 22,483

小計 394,377 484,782 2,168,622

利息及び配当金の受取額 80 64 2,104

利息の支払額 － △362 △375

匿名組合現金受取額 － 3,634 400,336

匿名組合現金分配額 － － △379,683

法人税等の還付額 － － 244

法人税等の支払額 △921,931 △482,442 △725,255

営業活動によるキャッシュ・フロー △527,474 5,676 1,465,994

－ 8 －



当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ　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 △4,174 △1,887 △59,328

無形固定資産の取得による支出 △1,080 △104 △8,415

投資有価証券の取得による支出 △18,278 △65,734 △1,611,575

投資有価証券の出資返還による収入 1,547,852 4,641 68,845

その他の関係会社有価証券の取得に
よる支出

△1,188,514 － －

匿名組合出資による支出 △112,176 － △67,975

匿名組合出資の出資返還による収入 1,322 21,705 75,779

出資金の取得による支出 △100,110 △94,539 △201,598

出資金の譲渡・売却による収入 45,635 21,995 94,532

金銭信託受益権の取得による支出 △113,080 △27,500 △377,300

金銭信託受益権の出資返還による収入 2,199 1,333 5,619

敷金及び保証金の差入による支出 △10,590 － △103,469

貸付による支出 △83,700 △351,200 △722,150

貸付金の回収による収入 83,700 28,341 719,150

その他 1,092 △43,340 17,734

投資活動によるキャッシュ・フロー 50,098 △506,288 △2,170,150

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 8,612 21,044 59,289

配当金の支払額 △118,671 － －

その他 － △480 △1,760

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,058 20,564 57,529

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △587,434 △480,047 △646,626

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,854,397 2,501,024 2,501,024

Ⅵ　連結除外に伴う現金及び現金等価物の
減少額

△20,845 － －

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末(期末)
残高

※ 1,246,117 2,020,977 1,854,397
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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

項目
当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数        ４社

 連結子会社の名称

エス・シー・ジェイ債権回収㈱

エス・シー・ジェイ・インベス

トメント・マネージメント㈱

エスシージェイ・ヴィーエム㈲

 ㈲エスシージェイ・レップ・

ジーピー・インベスター

 

 

  なお、㈲スリー・エー・イン

ベストメントは重要性が低下し

たため、当四半期連結会計期間

より連結の範囲から除外してお

ります。

(1）連結子会社の数       ５社

連結子会社の名称

エス・シー・ジェイ債権回

収㈱

エス・シー・ジェイ・イン

ベストメント・マネージメ

ント㈱

エスシージェイ・ヴィーエ

ム㈲

㈲スリー・エー・インベス

トメント

㈲エスシージェイ・レッ

プ・ジーピー・インベス

ター

(1）連結子会社の数        ５社

連結子会社の名称

エス・シー・ジェイ債権回

収㈱

エス・シー・ジェイ・イン

ベストメント・マネージメ

ント㈱

エスシージェイ・ヴィーエ

ム㈲

㈲スリー・エー・インベス

トメント

㈲エスシージェイ・レップ・

ジーピー・インベスター

(2）非連結子会社の数

41社

 主要な非連結子会社の名称

Mountain Recovery Fund 

Ⅰ㈲

 エス・アール・エフ・エー有

限責任中間法人

エム・アール・エフ・ツー㈲

アシュウッド・ワン㈲

アシュウッド・ツー㈲

(2）非連結子会社の数

19社

主要な非連結子会社の名称

㈲エム・ケー・ズィー・イ

ンベストメンツ

Mountain Recovery Fund 

Ⅰ㈲

(2）非連結子会社の数

28社

主要な非連結子会社の名称

Mountain Recovery Fund 

Ⅰ㈲

エス・アール・エフ・エー

有限責任中間法人

エム・アール・エフ・ツー㈲

連結の範囲から除いた理由

　Mountain Recovery Fund Ⅰ

㈲及びエム・アール・エフ・ツー㈲

は、主として匿名組合契約方式によ

り債権投資事業を行っている営業者

であり、当社グループに帰属する資

産及び損益は実質的に僅少であるた

め、中間連結財務諸表規則第５条第

１項第２号により連結の範囲から除

外しております。

  投資事業有限責任組合のうち、連

結会社の出資持分割合が100分の50

を超えるものの実質的に支配してい

ないと認められるため、子会社とし

て取り扱っていないものが、２組合

あります。

  アシュウッド・ワン㈲及びアシュ

ウッド・ツ－㈲は投資事業有限責任

組合からの損益を当社が間接的に受

けるために組成した会社であるため、

連結の範囲から除いておりますが、

当該持分相当額を純額で取り込んで

おります。

 その他の非連結子会社は、小規模

会社であり、合計の総資産、売上高、

四半期純損益及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも四半期

連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため連結の範囲から除いて

おります。

連結の範囲から除いた理由

　Mountain Recovery Fund Ⅰ㈲

は、主として匿名組合契約方式に

より債権投資事業を行っている営

業者であり、当社グループに帰属

する資産及び損益は実質的に僅少

であるため、中間連結財務諸表規

則第５条第１項第２号により連結

の範囲から除外しております。

 

 

その他の非連結子会社は、小規模

会社であり、合計の総資産、売上

高、四半期純損益及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、いずれ

も四半期連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため連結の範

囲から除いております。 

 

 

 

 

 

 

 

連結の範囲から除いた理由

　Mountain Recovery Fund Ⅰ

㈲及びエム・アール・エフ・ツー

㈲は、主として匿名組合契約方

式により債権投資事業を行って

いる営業者であり、当社グルー

プに帰属する資産及び損益は実

質的に僅少であるため、連結財

務諸表規則第５条第１項第２号

により連結の範囲から除外して

おります。

　その他の非連結子会社は、小

規模会社であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため連結

の範囲から除いております。
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項目
当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社

　J-STAR㈱

  J-STAR㈱は、当四半期連結会計期

間に新規に設立し、持分法適用の関

連会社の範囲に含めております。

(1）持分法適用の関連会社

　該当事項はありません。

(1）持分法適用の関連会社

同左

(2）持分法適用の非連結子会社

　該当事項はありません。

(2）持分法適用の非連結子会社

同左

(2）持分法適用の非連結子会社

同左

(3）持分法非適用の非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名

称

 Mountain Recovery Fund 

Ⅰ㈲

 エス・アール・エフ・エー有

限責任中間法人

 エム・アール・エフ・ツー㈲

アシュウッド・ワン㈲

アシュウッド・ツー㈲

(3）持分法非適用の非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会

社等の名称

㈲エム・ケー・ズィー・イ

ンベストメンツ

Mountain Recovery Fund 

Ⅰ㈲

(3）持分法非適用の非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会

社等の名称

Mountain Recovery Fund 

Ⅰ㈲

エス・アール・エフ・エー

有限責任中間法人

エム・アール・エフ・ツー㈲

持分法を適用しない理由

  アシュウッド・ワン㈲及びアシュ

ウッド・ツ－㈲は投資事業有限責任

組合からの損益を当社が間接的に受

けるために組成した会社であるため、

持分法の適用範囲から除いておりま

すが、当該持分相当額を純額で取り

込んでおります。

 その他の持分法非適用会社は、四

半期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。

持分法を適用しない理由

同左

持分法を適用しない理由

　上記の持分法非適用会社は、

当期純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外して

おります。

３　連結子会社の四半期決算

日等に関する事項

　連結子会社の四半期決算日は、四半

期連結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

イ　有価証券

その他有価証券

 時価のないもの

総平均法による原価法

 (外貨建その他有価証券は、

四半期連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換

算差額は評価差額として処理

しております。また評価差額

は全部資本直入法により処理

しております。)

 (匿名組合出資金は個別法

によっており、詳細は「(7）

イ　匿名組合出資金の会計処

理」に記載しております。)

 (投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出

資(証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされる

もの)については、持分相当

額を純額で取り込む方法に

よっております。)

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

イ　有価証券

 　 その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

(外貨建その他有価証

券は、四半期連結決算日

の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は

評価差額として処理して

おります。また評価差額

は全部資本直入法により

処理しております。)

(匿名組合出資金は個

別法によっており、詳細

は「(7）イ　匿名組合出

資金の会計処理」に記載

しております。)

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

(外貨建その他有価証券

は、決算日直物為替相場

により円貨に換算し、換

算差額は評価差額として

処理しております。また

評価差額は全部資本直入

法により処理しておりま

す。)

(匿名組合出資金は個別

法によっており、詳細は

「４(7）イ　匿名組合出

資金の会計処理」に記載

しております。)

(投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合へ

の出資(証券取引法第２条

第２項により有価証券と

みなされるもの)について

は、持分相当額を純額で

取り込む方法によってお

ります。)

－ 11 －



項目
当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法

イ　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物(建物附属設備は除

く)については、定額法により償

却しております。

　なお、主な耐用年数は、建物15

年、車両及び運搬具６年、工具器

具及び備品４～８年であります。

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

イ　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

イ　有形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内における

見込利用可能期間(５年)に基づき

定額法により償却しております。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

イ　新株発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

(3）重要な繰延資産の処理方法

イ　新株発行費

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

イ　新株発行費

同左

(4）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒れ実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当四

半期連結会計期間の負担額を計上

しております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額

を計上しております。

(5）四半期連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の四半期財務諸

表の作成に当たって採用した重要

な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、四半期連

結決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

(5）四半期連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社の四半

期財務諸表の作成に当たって

採用した重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨への換算

の基準

同左

(5）連結財務諸表の作成の基礎と

なった連結会社の財務諸表の

作成に当たって採用した重要

な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

(6）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

(7）その他四半期連結財務諸表作成の

ための重要な事項

イ　匿名組合出資金の会計処理

  匿名組合出資を行うに際して、

匿名組合の財産の持分相当額を

「投資有価証券」として計上して

おります。

 連結会社の出資する匿名組合が

獲得した純損益の持分相当額につ

いては「売上高」に計上するとと

もに同額を「投資有価証券」に加

減し、投資先の営業者からの出資

金の払い戻しについては、「投資

有価証券」を減額させております。

(7）その他四半期連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ　匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合出資を行うに際し

て、匿名組合の財産の持分相

当額を「投資有価証券」とし

て計上しております。

　匿名組合への出資時に「投

資有価証券」を計上し、匿名

組合が獲得した純損益の持分

相当額については「売上高」

に計上するとともに同額を

「投資有価証券」に加減し、

投資先の営業者からの出資金

の払い戻しについては、「投

資有価証券」を減額させてお

ります。

(7）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

イ　匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合へ出資を行うに際

して、匿名組合財産の持分相

当額を「投資有価証券」とし

て計上しております。

　連結子会社の出資する匿名

組合が獲得した純損益の持分

相当額については「売上高」

に計上するとともに同額を「投

資有価証券」に加減し、投資

先の営業者からの出資金の払

い戻しについては、「投資有

価証券」を減額させておりま

す。

ロ　      ――――

        

 

ロ　匿名組合出資預り金の会計

処理

　匿名組合の営業者としての

業務を受託しております。匿

名組合の財産は営業者に帰属

するため、匿名組合の財産及

び損益は、四半期連結財務諸

表に含め、総額にて表示して

おります。　

 　匿名組合出資者からの出

資金受入時に「匿名組合出資

預り金」を計上し、匿名組合

が獲得した純損益の出資者持

分相当額については、「匿名

組合損益分配額」に計上する

とともに同額を「匿名組合出

資預り金」に加減し、出資金

の払い戻しについては「匿名

組合出資預り金」を減額させ

ております。

ロ　匿名組合出資預り金の会計

処理

　匿名組合の営業者としての

業務を受託しております。匿

名組合の財産は営業者に帰属

するため、匿名組合の財産及

び損益は、連結財務諸表に含

め、総額にて表示しておりま

す。

　匿名組合出資者からの出資

金受入時に「匿名組合出資預

り金」を計上し、匿名組合が

獲得した純損益の出資者持分

相当額については、「売上高」

に計上するとともに同額を「匿

名組合出資預り金」に加減し、

出資金の払い戻しについては

「匿名組合出資預り金」を減

額させております。

ハ　消費税等の会計処理

　税抜方式により処理しておりま

す。

ハ　消費税等の会計処理

同左

ハ　消費税等の会計処理

同左

５　四半期連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)にお

ける資金の範囲

　四半期連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。
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　会計処理の変更

当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 　　　　　―――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当第１四半期連結会計期間から「固

定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会　平成15年10月31日

　企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

  従来、共同投資による収益は営業外

収益に計上しておりましたが、当四半

期連結会計期間より売上高に含めて計

上しております。この変更は、新たな

ファンドの組成等による共同投資の増

加により、共同投資を主たる業務活動

の一環として位置づけ、損益区分にお

いて営業活動の成果をより適正に表示

するために行ったものであります。

　この結果、従来と同一の方法によっ

た場合と比較して、売上高及び営業利

益はそれぞれ21,191千円増加し、営業

外収益は同額減少しましたが、経常利

益、匿名組合損益分配前税金等調整前

四半期純利益及び税金等調整前四半期

純利益に与える影響はありません。    

 

 　　　　

　　　　　 　―――――

  従来、共同投資による収益は営業外

収益に計上しておりましたが、当連結

会計期間より売上高に含めて計上して

おります。この変更は、新たなファン

ドの組成等による共同投資の増加によ

り、共同投資を主たる業務活動の一環

として位置づけ、損益区分において営

業活動の成果をより適正に表示するた

めに行ったものであります。

  この結果、従来と同一の方法によっ

た場合と比較して、売上高及び営業利

益はそれぞれ169,517千円増加し、営

業外収益は同額減少しましたが、経常

利益、匿名組合損益分配前税金等調整

前当期純利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。 

           

  

 　　　　　 ―――――

表示方法の変更

当第１四半期連結会計期間
自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日

前第１四半期連結会計期間
自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日

                      ――――― 　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）により、証券取引法第２条第２項において、一定

の匿名組合契約上の権利を証券取引法上の有価証券とみな

すこととされたことに伴い、前四半期連結会計期間まで

「匿名組合出資金」として表示していたみなし有価証券

（前第１四半期連結会計期間301,090千円）を当四半期連

結会計期間より投資その他の資産「投資有価証券」として

表示しております。この変更により、投資有価証券は

376,970千円増加しております。
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追加情報

当第１四半期連結会計期間
自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日

前第１四半期連結会計期間
自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日

                     ――――― 　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間より「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準

委員会　実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
(平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間末
(平成17年３月31日)

前連結会計年度末
(平成17年12月31日)

  ※１　　      ――――― ※１　ローン・パーティシペーションで、平成

７年６月１日付日本公認会計士協会会計制

度委員会報告第３号に基づいて、原債務者

に対する貸付債権として会計処理した参加

元本金額のうち、四半期連結貸借対照表計

上額は、99,350千円であります。

 ※１　　　　　 ―――――

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

60,251千円 

※２　有形固定資産の減価償却累計額

49,252千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

55,160千円

 　３　当社グループ(当社及び連結子会社)は、

運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と当座貸越契約を締結しており

ます。

 

　３　当社グループ(当社及び連結子会社)は、

運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と当座貸越契約を締結しており

ます。

　３　当社グループ(当社及び連結子会社)は、

運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と当座貸越契約を締結しており

ます。

当座貸越限度額 1,300,000千円

貸出実行残高 －千円

当座貸越限度額 700,000千円

貸出実行残高 －千円

当座貸越限度額 1,300,000千円

貸出実行残高 －千円

 　４　不動産売買契約に伴う偶発債務は、以

　下の通りであります。

　違約金支払義務　　　　255,000千円　

 　４　　　　　―――――  ４　不動産売買契約に伴う偶発債務は、以下

　　の通りであります。

　　違約金支払義務　　　　255,000千円

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は以下のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は以下のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は以下のとおりであります。

役員報酬 38,725千円

給与手当 247,407千円

賞与引当金繰入額 75,000千円

顧問料 17,973千円

地代家賃 43,236千円

役員報酬 37,132千円

給与手当 179,628千円

賞与引当金繰入額 45,000千円

顧問料 14,061千円

地代家賃 27,249千円

役員報酬 153,514千円

給与手当 813,294千円

賞与 312,110千円

賞与引当金繰入額 25,000千円

顧問料 54,747千円

地代家賃 143,284千円

 ※２　　　　　―――――

 

※２　　　　　　――――― ※２　固定資産売却益の内容は、次のとおりで

あります。　

　車両及び運搬具　　　　　　 159千円

 ※３　固定資産除却損の内容 ※３　固定資産除却損の内容 ※３　固定資産除却損の内容

工具器具及び備品 11千円 工具器具及び備品 110千円 工具器具及び備品 2,015千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 ※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四

半期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半

期連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,246,117千円

現金及び現金同等物 1,246,117千円

現金及び預金 2,020,977千円

現金及び現金同等物 2,020,977千円

現金及び預金 1,854,397千円

現金及び現金同等物 1,854,397千円
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（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

　リース取引は重要性が低いため注記

を省略しております。

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

同左

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

同左

（有価証券関係）

時価評価されていない主な有価証券

区分

当第１四半期連結会計期間
（平成18年３月31日）

前第１四半期連結会計期間
（平成17年３月31日）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

四半期連結貸借対照表
計上額
(千円)

四半期連結貸借対照表
計上額
(千円)

連結貸借対照表計上額
 

 (千円)

投資有価証券

 非上場外国証券 164,211 184,494 167,127

 金銭信託受益権 643,160 186,766 532,280

 匿名組合出資 202,965 376,970 88,026

 投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資
－ － 1,528,024

その他の関係会社有価証券    

 投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資
740,572 － －

 匿名組合出資 438,119 － －

合計 2,189,029 748,231 2,315,459

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループ（当社及び連結子会社）はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年３月31日）

　当社グループ（当社及び連結子会社）はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　当社グループ（当社及び連結子会社）はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

１　事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年３月31日）

不動産投資・
アセットマ
ネージメント
事業（千円）

債権投資・管
理回収事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 448,687 1,796,692 2,245,380 － 2,245,380

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 448,687 1,796,692 2,245,380 － 2,245,380

営業費用 354,598 201,589 556,188 85,136 641,325

営業利益 94,089 1,595,102 1,689,191 (85,136) 1,604,055

 （注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

       ２　各事業の主な業務内容

         (1）不動産投資・アセットマネージメント事業……不動産ファンドの組成及び管理事業

         (2）債権投資・管理回収事業……債権ファンドの組成及び債権の管理回収

３　当四半期連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は85,136

千円であり、その主なものは、当社の管理部門にかかる費用であります。

 

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年３月31日）

不動産投資・
アセットマ
ネージメント
事業（千円）

債権投資・管
理回収事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 228,779 436,025 664,805 － 664,805

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 228,779 436,025 664,805 － 664,805

営業費用 249,117 175,890 425,007 49,012 474,020

営業利益 (20,337) 260,134 239,797 (49,012) 190,784

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な業務内容

(1）不動産投資・アセットマネージメント事業……不動産ファンドの組成及び管理事業

(2）債権投資・管理回収事業……債権ファンドの組成及び債権の管理回収

３　当四半期連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

49,012千円であり、その主なものは、当社の管理部門にかかる費用であります。

４　従来、共同投資による収益は営業外収益に計上しておりましたが、当四半期連結会計期間より売上高として

計上しております。この変更は、新たなファンドの組成等による共同投資の増加により、共同投資を主たる

業務活動の一環として位置づけ、損益区分において営業活動の成果を明確に表示するために行ったものであ

ります。

この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、不動産投資・アセットマネージメント事業における

売上高及び営業利益はそれぞれ15,093千円増加し、債権投資・管理回収事業における売上高及び営業利益は

それぞれ6,097千円増加しております。
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前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

不動産投資・
アセットマ
ネージメント
事業（千円）

債権投資・管
理回収事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 1,922,469 2,458,408 4,380,878 － 4,380,878

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,922,469 2,458,408 4,380,878 － 4,380,878

営業費用 1,182,733 784,089 1,966,822 237,873 2,204,695

営業利益 739,736 1,674,319 2,414,055 (237,873) 2,176,182

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な業務内容

(1）不動産投資・アセットマネージメント事業……不動産ファンドの組成及び管理事業

(2）債権投資・管理回収事業……債権ファンドの組成及び債権の管理回収

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は237,873千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門にかかる費用であります。

４　従来、共同投資による収益は営業外収益に計上しておりましたが、当連結会計期間より売上高として計上し

ております。この変更は、新たなファンドの組成等による共同投資の増加により、共同投資を主たる業務活

動の一環として位置づけ、損益区分において営業活動の成果を明確に表示するために行ったものであります。

この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、不動産投資・アセットマネージメント事業における

売上高及び営業利益はそれぞれ126,184千円増加し、債権投資・管理回収事業における売上高及び営業利益は

それぞれ43,333千円増加しております。

２　所在地別セグメント情報

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18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無いため、該当事項はありません。

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17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無いため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12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無いため、該当事項はありません。

３　海外売上高

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年３月31日）

　当四半期連結会計期間において海外売上高が無いため、該当事項はありません。

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年３月31日）

　当四半期連結会計期間において海外売上高が無いため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　前連結会計年度において海外売上高が無いため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり純資産額 46,029円92銭 89,404円61銭 39,077円31銭

１株当たり四半期(当期)純利益 8,065円88銭 2,728円81銭 10,433円81銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益
6,787円21銭 2,276円14銭 8,787円49銭

　（注）１　１株当たり四半期（当期）及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎

当第１四半期連結会計期間
自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日

前第１四半期連結会計期間
自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日

前連結会計年度
自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日

四半期（当期）純利益（千円） 959,369 105,360 1,222,429

普通株主に帰属しない金額 － － －

普通株式に係る四半期（当期）純利

益（千円）
959,369 105,360 1,222,429

普通株式の期中平均株式数（株） 118,942 38,611 117,160

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益の算定に用いられた

四半期（当期）純利益調整額の主要

な内訳

－ － －

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主要な内訳（株）

新株予約権 22,408 新株予約権　7,679 新株予約権　21,950

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

 平成17年３月30日

 定時株主総会特別決議

  新株予約権　1,290株 

－

 平成17年３月30日

 定時株主総会特別決議

 　新株予約権　600株

       ２　株式分割について

　　　     当社は平成17年８月19日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

　　　     当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第１四半期連結会計期間の１株当たり情報については、

以下のとおりであります。

　　　　　１株当たり純資産額　　　　　　　　　　29,801円54銭

　　　　　１株当たり四半期純利益　　 　　　　　　　909円60銭

　　　　　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益　　 758円71銭
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 該当事項はありません。 　該当事項はありません。 （新株予約権の付与）

　平成18年３月30日開催の定時株主

総会において、商法第280条ノ20及

び商法第280条ノ21の規定に基づき、

ストックオプションとして新株予約

権を発行することを決議いたしまし

た。発行予定の新株予約権の概要は

以下のとおりであります。

１　新株予約権の目的たる株式の種類

及び数

　当社普通株式3,000株を上限とす

る。

２　発行する新株予約権の総数

　3,000個を上限とする。

３　新株予約権の発行価額

　無償とする。

４　新株予約権行使時の払込金額

　１株当たり払込金額は、新株予約

権発行日の属する月の前月の各日

（取引が成立しない日を除く。）の

東京証券取引所における当社普通株

式の終値（以下「終値」という。）

の平均値に1.05を乗じた金額とし、

１円未満の端数は切り上げる。但し、

当該金額が新株予約権発行日の前営

業日（当日に取引がない場合は、そ

の日に先立つ直近日）の終値を下回

る場合は、当該終値とする。

５　新株予約権を行使することができ

る期間

　平成18年10月１日から平成24年９

月30日までの期間で、取締役会の決

議で定める期間とする。

６　新株予約権の行使の条件

①　対象者の相続人による新株予約

権の行使は認められない。

②　その他の条件は、取締役会決議

により決定する。

７　新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡については、取

締役会の承認を要する。
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(財)財務会計基準機構会員  

平成18年12月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成18年５月11日

上場会社名　セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社         （コード番号：2392　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.securedcapital.co.jp/）  

代表者名　代表取締役会長兼社長　髙梨　勝也 　　　　　　　ＴＥＬ：（03）5776－1300

問合せ先　取締役管理本部長　　  菅井　毅  

１　四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　有

 　 当四半期会計期間より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

 四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の

取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続き

を受けております。

２　平成18年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日　～　平成18年３月31日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期第１四半期 634 24.4 52 13.6 1,117 112.5 1,091 117.2

17年12月期第１四半期 509 △5.4 45 △26.2 525 2298.2 502 5359.2

（参考）17年12月期 2,348  215  691  589  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

18年12月期第１四半期 9,177 76 7,722 81

17年12月期第１四半期 13,019 37 10,859 63

（参考）17年12月期 5,027 37 4,234 12

　（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(2）財政状態の変動状況 （百万円未満切捨て）

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭
18年12月期第１四半期 4,884 4,103 84.0 34,443 10

17年12月期第１四半期 3,483 2,984 85.7 76,903 18

（参考）17年12月期 3,991 3,121 78.2 26,303 13

３　平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日　～　平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

通期 3,000 1,500 1,300 0 0 1,000 0 1,000 0

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　10,912円45銭

 　　　※平成18年３月末日の発行済株式数をベースに計算しております。

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであり、リスクや不確定な要

素等の要因が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があります。
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４　四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

当第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前第１四半期会計期間末
（平成17年３月31日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成17年12月31日現在)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 666,490 1,387,167 452,135

２　売掛金 353,192 213,494 128,890

３　短期貸付金 ※１ － 322,858 －

４　未収入金 250,848 228,345 149,113

５　未収配当金 244,000 － －

６　繰延税金資産 52,262 33,957 22,716

７　その他 260,466 98,810 93,181

流動資産合計 1,827,260 37.4 2,284,634 65.6 846,038 21.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 ※２ 45,060 29,534 46,595

(2）車両及び運搬具 ※２ － 3,110 －

(3）工具器具及び備品 ※２ 37,920 25,496 38,805

有形固定資産合計 82,981 1.7 58,141 1.7 85,401 2.1

２　無形固定資産 10,015 0.2 2,293 0.1 9,551 0.2

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 905,928 379,572 2,212,469

(2）関係会社株式 510,197 490,197 490,197

(3) その他の関係会社
有価証券

1,171,955 － －

(4）敷金及び保証金 214,897 185,703 215,410

(5）繰延税金資産 － 1,063 －

(6）その他 161,516 81,916 131,966

投資その他の資産合
計

2,964,495 60.7 1,138,453 32.6 3,050,043 76.5

固定資産合計 3,057,492 62.6 1,198,889 34.4 3,144,996 78.8

資産合計 4,884,753 100.0 3,483,524 100.0 3,991,034 100.0
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当第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前第１四半期会計期間末
（平成17年３月31日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成17年12月31日現在)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

１　未払金 205,219 397,494 91,275

２　未払法人税等 20,902 15,380 26,459

３　前受金 416,607 － 675,758

４　賞与引当金 100,000 60,000 25,000

５　その他 34,737 26,036 47,085

流動負債合計 777,466 15.9 498,911 14.3 865,579 21.7

Ⅱ　固定負債 4,080 0.1 － － 4,036 0.1

負債合計 781,546 16.0 498,911 14.3 869,616 21.8

(資本の部)

Ⅰ　資本金 1,177,665 24.1 1,151,399 33.1 1,173,200 29.3

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 1,146,069 1,120,319 1,141,691

資本剰余金合計 1,146,069 23.5 1,120,319 32.2 1,141,691 28.6

Ⅲ　利益剰余金

１　四半期(当期)未処分
利益

1,778,570 719,299 805,624

利益剰余金合計 1,778,570 36.4 719,299 20.6 805,624 20.2

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

6,362 0.1 △944 △0.0 6,363 0.2

Ⅴ　自己株式 △5,461 △0.1 △5,461 △0.2 △5,461 △0.1

資本合計 4,103,206 84.0 2,984,612 85.7 3,121,418 78.2

負債及び資本合計 4,884,753 100.0 3,483,524 100.0 3,991,034 100.0
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(2）四半期損益計算書

当第１四半期会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 634,269 100.0 509,722 100.0 2,348,624 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費 ※１ 582,157 91.8 463,836 91.0 2,133,309 90.8

営業利益 52,111 8.2 45,886 9.0 215,315 9.2

Ⅲ　営業外収益 ※２ 1,065,075 167.9 480,195 94.2 482,482 20.5

Ⅳ　営業外費用 ※３ 172 0.0 494 0.1 6,613 0.3

経常利益 1,117,015 176.1 525,587 103.1 691,184 29.4

Ⅴ　特別利益 ※４ － － － － 159 0.0

Ⅵ　特別損失 ※５ 11 0.0 110 0.0 2,585 0.1

税引前四半期(当期)
純利益

1,117,003 176.1 525,476 103.1 688,758 29.3

法人税、住民税及び
事業税

54,912 39,101 104,692

法人税等調整額 △29,526 25,386 4.0 △16,309 22,791 4.5 △4,943 99,749 4.2

四半期(当期)純利益 1,091,616 172.1 502,684 98.6 589,009 25.1

前期繰越利益 686,953  216,615  216,615  

四半期(当期)未処分
利益

1,778,570  719,299  805,624  
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(3）四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１　資産の評価基準及び評価方法 有価証券

(1）子会社株式

総平均法による原価法

有価証券

(1）子会社株式

同左

有価証券

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のないもの

 総平均法による原価法

 (外貨建その他有価証券は、

四半期決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は

評価差額として処理しておりま

す。また評価差額は全部資本直

入法により処理しております。)

 (匿名組合出資金は個別法に

よっており、詳細は「７　(1）

匿名組合出資金の会計処理」に

記載しております。)

 (投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資(証券

取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの)について

は、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。)

(2）その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

(外貨建その他有価証券は、四半

期決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は評価差額

として処理しております。また評

価差額は全部資本直入法により処

理しております。)

  (匿名組合出資金は個別法に

よっており、詳細は「７　(1）匿

名組合出資金の会計処理」に記載

しております。)

(2）その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

(外貨建その他有価証券は、決

算日直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は評価差額と

して処理しております。また評

価差額は全部資本直入法により

処理しております。)

 

(匿名組合出資金は個別法に

よっており、詳細は「７　(1）

匿名組合出資金の会計処理」に

記載しております。)

(投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資(証券取

引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの)については、

持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。)

２　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備は

除く)については、定額法により

償却しております。

　なお、主な耐用年数は、建物

15年、車両及び運搬具６年、工

具器具及び備品４～８年であり

ます。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内における

見込利用可能期間(５年)に基づ

き定額法により償却しておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

新株発行費

同左

新株発行費

同左

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒れ実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち

当四半期の負担額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち

当期の負担額を計上しておりま

す。

５　外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、四半期

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。
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項目
当第１四半期会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左

７　その他四半期財務諸表(財務

諸表)作成のための基本とな

る重要な事項

(1）匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合出資を行うに際して、

匿名組合の財産の持分相当額を

「投資有価証券」として計上し

ております。

　匿名組合への出資時に「投資

有価証券」を計上し、匿名組合

が獲得した純損益の持分相当額

については「売上高」に計上す

るとともに同額を「投資有価証

券」に加減し、投資先の営業者

からの出資金の払い戻しについ

ては、「投資有価証券」を減額

させております。

(1）匿名組合出資金の会計処理

 　　　　　　同左

(1）匿名組合出資金の会計処理

　         同左

　

(2）消費税等の会計処理

　税抜方式により処理しており

ます。

(2）消費税等の会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

同左

　なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、流動負

債のその他に含めて表示してお

ります。

同左 ――――

　会計処理の変更

当第１四半期会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 　　　　　　　　―――――

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当第１四半期会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

  従来、共同投資による収益は営業外収益

に計上しておりましたが、当四半期会計期

間より売上高に含めて計上しております。

この変更は、新たなファンドの組成等によ

る共同投資の増加により、共同投資を主た

る業務活動の一環として位置づけ、損益区

分において営業活動の成果をより適正に表

示するために行ったものであります。　

  この結果、従来と同一の方法によった場

合と比較して、売上高及び営業利益はそれ

ぞれ12,539千円増加し、営業外収益は同額

減少しましたが、経常利益及び税引前四半

期当期純利益に与える影響はありません。

 

 　　　　

          　―――――

  従来、共同投資による収益は営業外収益に

計上しておりましたが、当事業年度より売上

高に含めて計上しております。この変更は、

新たなファンドの組成等による共同投資の増

加により、共同投資を主たる業務活動の一環

として位置づけ、損益区分において営業活動

の成果をより適正に表示するために行ったも

のであります。 

　この結果、従来と同一の方法によった場合

と比較して、売上高及び営業利益はそれぞれ

55,657千円増加し、営業外収益は同額減少し

ましたが、経常利益及び税引前当期純利益に

与える影響はありません。   

 

 

  　　　　　　―――――
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追加情報

当第１四半期会計期間
自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日

前第１四半期会計期間
自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日

 　　　　　　　　　　―――――

 

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当第１四半期会計期間より「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員

会　実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。

　この結果、販売費及び一般管理費が2,149千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益が2,149千円

減少しております。
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
(平成18年３月31日)

前第１四半期会計期間末
(平成17年３月31日)

前事業年度末
(平成17年12月31日)

 ※１　　　　　 ――――― ※１　ローン・パーティシペーションで、平成

７年６月１日付日本公認会計士協会会計制

度委員会報告第３号に基づいて、原債務者

に対する貸付債権として会計処理した参加

元本金額のうち、四半期貸借対照表計上額

は、99,350千円であります。

 ※１　　　　　 ―――――

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

60,251千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

49,252千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

55,160千円

   ３　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため主要取引金融機関と当座貸越契約を

締結しております。

 

  ３　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため主要取引金融機関と当座貸越契約を締

結しております。

  ３　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため主要取引金融機関と当座貸越契約を締

結しております。

当座貸越限度額 1,300,000千円

貸出実行残高 －千円

当座貸越限度額 700,000千円

貸出実行残高 －千円

当座貸越限度額 1,300,000千円

貸出実行残高 －千円

   ４　不動産売買契約に伴う偶発債務は、以

下の通りであります。

　違約金支払義務　　　　255,000千円　

  ４　 　　 　　―――――    ４　不動産売買契約に伴う偶発債務は、　

　　以下の通りであります。

　違約金支払義務　　　　255,000千円　

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

 有形固定資産 5,392千円

 無形固定資産 617千円

有形固定資産 3,132千円

無形固定資産 173千円

有形固定資産 18,967千円

無形固定資産 1,226千円

 ※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目

 受取利息 74千円

 受取配当金 1,065,000千円

受取利息 165千円

受取配当金 480,000千円

受取利息 2,097千円

受取配当金 480,000千円

  

 ※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目

 為替差損 29千円

 新株発行費 143千円

 支払利息 362千円

  

支払利息 375千円

為替差損 1,648千円

新株発行費 4,589千円

 ※４　　　　　――――― ※４　　　　　　――――― ※４　特別利益の主要項目

 　　　　　　　  　　　　　　　 固定資産売却益 159千円

 ※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目 ※５　特別損失の主要項目

 固定資産除却損 11千円 固定資産除却損 110千円 固定資産除却損 2,015千円

関係会社出資金売却損 569千円
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（リース取引関係）

当第１四半期会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引に係る注記

　リース取引は重要性が低いため注記

を省略しております。

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引に係る注記

同左

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引に係る注記

同左

（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成18年３月31日現在）

　子会社株式で時価のあるものは、ありません。

前第１四半期会計期間末（平成17年３月31日現在）

　子会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度末（平成17年12月31日現在）

　子会社株式で時価のあるものは、ありません。
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（１株当たり情報）

項目
当第１四半期会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり純資産額 34,443円10銭 76,903円18銭 26,303円13銭

１株当たり四半期(当期)純利益 9,177円76銭 13,019円37銭 5,027円37銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益
7,722円81銭 10,859円63銭 4,234円12銭

　（注）１　１株当たり四半期（当期）及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎

当第１四半期連結会計期間
自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日

前第１四半期連結会計期間
自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日

前連結会計年度
自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日

四半期（当期）純利益（千円） 1,091,616 502,684 589,009

普通株主に帰属しない金額 － － －

普通株式に係る四半期（当期）純利

益（千円）
1,091,616 502,684 589,009

普通株式の期中平均株式数（株） 118,942 38,611 117,160

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益の算定に用いられた

四半期（当期）純利益調整額の主要

な内訳

－ － －

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主要な内訳（株）

新株予約権 22,408 新株予約権　7,679 新株予約権　21,950

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

 平成17年３月30日

 定時株主総会特別決議

  新株予約権　1,290株 

－

 平成17年３月30日

 定時株主総会特別決議

 　新株予約権　600株

         ２　株式分割について

　　　     当社は平成17年８月19日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

　　　     当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第１四半期会計期間の１株当たり情報については、以

下のとおりであります。

　　　　　１株当たり純資産額　　　　　　　　  　　25,634円39銭

　　　　　１株当たり四半期純利益　　 　　　　　　　4,339円79銭

　　　　　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益　　 3,619円88銭
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日)

前第１四半期会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 該当事項はありません。 　該当事項はありません。 （新株予約権の付与）

　平成18年３月30日開催の定時株主

総会において、商法第280条ノ20及

び商法第280条ノ21の規定に基づき、

ストックオプションとして新株予約

権を発行することを決議いたしまし

た。発行予定の新株予約権の概要は

以下のとおりであります。

１　新株予約権の目的たる株式の種類

及び数

　当社普通株式3,000株を上限と

する。

２　発行する新株予約権の総数

　3,000個を上限とする。

３　新株予約権の発行価額

　無償とする。

４　新株予約権行使時の払込金額

　１株当たり払込金額は、新株予約

権発行日の属する月の前月の各日

（取引が成立しない日を除く。）の

東京証券取引所における当社普通株

式の終値（以下「終値」という。）

の平均値に1.05を乗じた金額とし、

１円未満の端数は切り上げる。但し、

当該金額が新株予約権発行日の前営

業日（当日に取引がない場合は、そ

の日に先立つ直近日）の終値を下回

る場合は、当該終値とする。

５　新株予約権を行使することができ

る期間

　平成18年10月１日から平成24年９

月30日までの期間で、取締役会の決

議で定める期間とする。

６　新株予約権の行使の条件

①　対象者の相続人による新株予約

権の行使は認められない。

②　その他の条件は、取締役会決議

により決定する。

７　新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡については、取

締役会の承認を要する。
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