
 

(財)財務会計基準機構会員  

   

平成18年12月期 中間決算短信（連結） 平成18年８月17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 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 2392 本社所在都道府県 東京都

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

代表者　　　　　役職名 代表取締役会長兼社長 氏名　髙梨　勝也

問合せ先責任者　役職名 取締役管理本部長 氏名　菅井　毅 ＴＥＬ　(03）5776－1300

決算取締役会開催日 平成18年８月17日

米国会計基準採用の有無 無

１．18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 3,362 102.2 2,083 203.3 2,082 201.1

17年６月中間期 1,663 36.1 687 63.5 691 79.0

17年12月期 4,380 2,176 2,185

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 1,224 211.8 10,240 42 8,685 88

17年６月中間期 392 80.5 10,138 42 8,490 43

17年12月期 1,222 10,433 81 8,787 49

（注）①持分法投資損益 18年６月中間期 △2百万円 17年６月中間期 －百万円 17年12月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年６月中間期 119,610株 17年６月中間期 38,742株 17年12月期 117,160株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態  

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６月中間期 7,018 5,789 82.5 47,802 13

17年６月中間期 4,816 3,765 78.2 96,793 22

17年12月期 6,005 4,637 77.2 39,077 31

（注）期末発行済株式数（連結） 18年６月中間期 121,074株 17年６月中間期 38,900株 17年12月期 118,671株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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６月中間期 1,127 △631 △73 2,257

17年６月中間期 192 △265 24 2,452

17年12月期 1,465 △2,170 57 1,854

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 ４社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ３社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） １社 持分法（新規） ３社 （除外） －社

２．18年12月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

通期 6,190 3,530 2,010

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　16,601円42銭

１株当たり予想当期純利益は、平成18年６月末日の発行済株式数121,074株により算出しております。
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※　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。なお、上記予想に関

する事項につきましては、添付資料の13ページをご参照下さい。

－ 2 －



１．企業集団の状況
　当社は、当社及びその子会社であるSCJ債権回収株式会社（旧称エス・シー・ジェイ債権回収株式会社）及びSCJイ

ンベストメント・マネジメント株式会社（旧称エス・シー・ジェイ・インベストメント・マネージメント株式会社）

並びに同社の子会社であるエスシージェイ・ヴイーエム有限会社（以下、当社及びこれら子会社を総称して「当社グ

ループ」という。）を通じて事業展開を行っています。

　現在、当社グループの事業は、以下のように(1）不動産投資・アセットマネジメント事業、及び(2）債権投資・管

理回収事業の２つの事業から構成されています。

 

不動産投資・アセットマネジメント事業

　本事業は、収益不動産に投資を行う顧客投資家に対しての投資案件の発掘（ソーシング）から、精査及び評価、効

率的な投資・資金調達方法の立案、売り手との交渉及び取得、アセットマネジメント（投資不動産の価値の向上のた

めの計画執行及び管理）、売却・処分（ディスポジション）や証券化等による出口戦略の策定・執行及び専門的な投

資家レポーティングに至るまでの一貫した業務により構成されております。これらの業務のうち、投資物件の精査・

評価、取得、アセットマネジメント、売却・処分等は当社の子会社SCJインベストメント・マネジメント株式会社が主

に担当しております。なお、これまでの本事業の投資対象は主として収益不動産でありましたが、顧客投資家のファ

ンド投資へのニーズ拡大に対応しながら、不動産関連メザニンローン等を投資対象とする投資ファンドなどのファン

ド運営事業の展開を進めております。

　平成18年６月末日現在、本事業部門における受託資産総額は約1,611億円（取得価額ベース）となっております。
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債権投資・管理回収事業

　本事業は不動産担保付債権等への投資と効率的管理回収（サービシング）により投資家の投資収益の確保を目的と

するものであります。当社グループは日本で早くから債権投資・管理回収に係る事業を開始した外資系企業のうちの

一社であり、海外における不良債権投資のノウハウを日本市場に導入し事業展開を行ってまいりました。投資対象は

主として破綻に陥った債務者に対する不動産担保付又は無担保の不良債権ですが、金利減免又は返済条件を緩和した

いわゆる要管理債権等も含んでいます。当社グループは、不動産投資・アセットマネジメント事業の場合と同様、本

事業においても投資案件の発掘（ソーシング）、精査及び評価、SPC（特別目的会社）を利用した投資及び資金調達の

ストラクチャーの組み立て、売り手との交渉及び取得、取得後の債権の管理回収、売却、投資家レポーティング等一

貫したサービスを投資家に対し提供しております。これらの業務のうち、投資対象債権の精査・評価及び債権の管理

回収業務は当社の子会社であるSCJ債権回収株式会社が担当しております。

　平成18年６月末日現在、既に回収又は処分の完了した債権を除いた本事業部門における受託債権総額は約843億円

（取得価額ベース）となっております。

　当社グループは役割に応じグループ各社が一体となり上記各事業を推進しています。当社グループ各社の各事業に

おける業務内容又は位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は以下のとおりであります。

事業区分 会社名 当社との関係 業務内容又は位置付け

－
セキュアード・キャピタ

ル・ジャパン株式会社
当社

当社グループ全体の事業戦略及び経営管理統括、子会社

業務支援、投資案件の発掘、機関投資家サービス、受託

資産の経理管理、投資家レポーティングの作成等

不動産投資・ア

セットマネジメン

ト事業

SCJインベストメント・マ

ネジメント株式会社
連結子会社 投資物件の精査・評価、取得、資産管理、売却・処分等

エスシージェイ・ヴィー

エム有限会社
連結子会社

創業初期に排他的業務提供先の関係にあった特定の機関

投資家に対する資産管理等

債権投資・管理回

収事業

SCJ債権回収株式会社 連結子会社 投資債権の精査・評価、債権管理回収等

エスシージェイ・ヴィー

エム有限会社
連結子会社

創業初期に排他的業務提供先の関係にあった特定の機関

投資家に対する資産管理等

　（注）　上記の各社のほか、有限会社エスシージェイ・レップ・ジーピー・インベスターが当社の子会社として連結の

範囲に含まれておりますが、同社は当社グループがアセットマネジメントを行う投資スキームに関連して設立

した会社であり、同社自体が事業主体となっているものではありません。

なお、上記２つの事業に加えて、プライベート・エクイティ（バイアウト）ファンド等の立ち上げを行っていま

す。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、わが国において急速に拡大する不動産投資及び債権投資の分野を中核にし、又、強い補完性のあ

る企業投資などの分野を含む投資運用会社として、顧客投資家に対して卓越した投資リターンを提供することを使命

としております。異なるリスク許容度と期待リターンを有する国内外の顧客投資家に対し、投資戦略の立案、ファン

ドスキームの構築から、デューデリジェンス、アセットマネジメント、レポーティングまでの一貫した運用業務にお

いて高い専門性を提供し、優れた投資商品を開発していきます。資産運用にあたっては顧客投資家への受託者責任

（フィデューシャリー・デューティ）を重要視し、利益相反を排して忠実に顧客投資家の利益を実現させていくこと

を通して運用能力を向上させ、運用報酬を獲得していきます。トラックレコードを積み重ねて投資運用会社としての

知名度及び信用力を向上させ、投資運用会社として継続的かつ発展的に企業価値の最大化を目指します。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、投資運用会社としての上記の経営方針に賛同し、出資をいただいている株主の皆様に対する利益

還元を、経営上の重要課題であると認識しております。同時に、投資運用会社としていまだ高い成長段階にあり、今

後予定される共同投資に備え、将来利益の最大化を図ることを重要視しております。上記を考慮いたしまして、配当

政策につきましては、安定的な経営基盤の確保と資金需要に配慮しながら、総合的に勘案し決定することといたしま

す。

平成18年12月期につきましては、１株当たり1,000円の配当を予定しております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、投資家による当社株式の長期安定的な株式保有を促進するとともに、投資家層の拡大、株式の流

動性の向上を図ることが資本政策上の重要課題と認識しております。今後の施策については、業績及び株価動向を勘

案しながら決定したいと考えておりますが、現段階においては具体的な施策及びその時期等につきましては未定であ

ります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、株主資本の効率的活用及び株主持分の成長性の観点から、経営指標としてROE（株主資本利益率）

及びEPS（一株当たり当期純利益）を重視するとともに、当期純利益の成長による株主価値の拡大を目標としておりま

す。又、当社グループは顧客投資家の資産を運用する投資運用事業を営んでいるため、受託者責任に伴う利益相反の

観点から、顧客投資家に求められる共同投資、新規ファンド組成のための試験ファンド（パイロット・ファンド）、

その他の戦略的投資以外には原則として極力自己投資勘定による投資を行わず、バランスシートリスクの少ない経営

を目指しております。

　同時に、安定的なアセットマネジメント・フィーの確保のため、当社グループにとっては受託資産残高の確保が課

題であります。平成18年度末の受託資産残高は3,000億円を目標としております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　リスク許容度及び期待リターンの異なる内外の顧客層拡大のため、投資戦略や期待収益の異なる投資ファンドの開

発等を積極的に行っていく方針であります。

　不動産投資やファイナンスの市場が拡大し、多様化していく中で、従来以上に創造的なファイナンス手法や商品を

開発して、顧客投資家のニーズに応えていく必要があります。現在運用中の、ハイリスク／ハイリターン型のオポチュ

ニティー・ファンド及びミドルリスク／ミドルリターン型のコア・プラスファンドの後継ファンドの組成やその規模

の拡大を図るとともに、従来型の私募形式でエクイティ部分へ出資するファンドのみならず、より安全性が高いメザ

ニンの部分等の投資マトリックスの異なる領域への商品を開発し、事業機会の拡大を図ります。
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(6）会社の対処すべき課題

　今後当社グループが成長を維持しながら収益的にも安定した経営形態を構築するためには、現在運用中のファンド

の後継ファンド等の規模を拡大し、運用資産総額を増大させるとともに、商品や顧客又は事業の分散を図る必要があ

ります。米国大手年金基金等の海外投資家向け不動産ファンドの第二号ファンドの投資が順調に進捗しましたので、

総額2,690億円（ノンリコース・ローンによる資金調達額を含む）の後継ファンドの組成を行い、主として第一号及び

第二号ファンドの投資家を対象とし、約1,480億円（ノンリコース・ローンによる資金調達額を含む）の第一次クロー

ジングを平成18年６月に終了いたしました。今後、第二次クロージングでは、北米の既存投資家に加えて、日本、欧

州及びアジアなどの新規顧客投資家を対象に、顧客層の拡大を図っていく予定であります。新規事業としては不動産

関連メザニンローン等を投資対象とする投資ファンド、プライベート・エクイティ（バイアウト）ファンド等の立ち

上げを行っていますが、今後これらを当社の主力商品とすべく拡大していく必要があります。その他の新規商品や事

業についても当社の既存事業とのシナジーを考慮しつつ検討を進め、業容の充実と拡大を図る必要があります。

　これらの事業はいずれも我が国においては比較的新しい事業であり、人材の確保が引き続き最大の課題であります

が、各事業分野において中核となるべき人材を確保しつつ社内教育を強化する等の対応により事業基盤の充実を図り

ます。

　IR強化の一環として、平成18年４月に欧州機関投資家を対象とした海外でのIR活動を実施しましたが、引き続き投

資家に対する情報開示の充実を図って参ります。

　我が国の経済構造が規制緩和により市場経済へ向かうなか、役職員一同高い倫理観を維持し業務を推進しておりま

すが、内部監査室（平成18年２月）及び法務・コンプライアンス部（平成18年７月）を新設し、業務監査体制の更な

る強化を図り、株主価値の向上に努力して参ります。

－ 6 －



３．経営成績及び財政状態
(1）当中間連結会計期間の経営成績

①　業績の概況

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済環境は、継続して輸出・生産が緩やかに増加を続け、企業収益が引き

続き改善して、順調な回復基調にあります。雇用情勢は一部に厳しさが残るものの、改善に一層の広がりが見られ、

個人消費も緩やかに増加しています。第一四半期に上昇した日経平均株価は第二四半期になって、米国・中国の経

済動向、原油価格の高騰などの不安定要因もあり、一時期若干落ち込みましたが、現在は小康状態を保って推移し、

景気の回復感が市場全体に一層定着しました。内閣府は「月例経済報告」（平成18年７月）において「景気は回復

している」との基調判断を示しており、景気の先行きについても、中東情勢や原油価格の動向等には留意する必要

はあるものの、緩やかに景気拡大傾向が継続するとの見方を示しております。

 

当社を取り巻く事業環境につきましては、日銀のゼロ金利解除によって、金利動向の先行きに関して若干不透明

感はありますが、今年も昨年同様海外投資家からの活発な投資資金の流入と、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高めており、又、景気回復

に伴う地方経済の活性化等により、不動産関連ビジネスチャンスが継続して拡大しております。

 

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は3,362,285千円（前年同期比102.2％増）、経常利益2,082,381千円

（前年同期比201.1％増）、中間純利益1,224,854千円（前年同期比211.8％増）という結果となりました。

②　事業の種類別セグメントの業績

（不動産投資・アセットマネジメント事業）

大型不動産投資ファンドやJ-REIT等との投資物件の取得競争は継続して激しい状況にありますが、当社は長年培っ

た人脈、ノウハウや積極的なマーケッティング等により、引き続き多数の既存収益物件や新規開発案件等を不動産

開発業者から直接取得することに成功しました。当中間連結会計期間において、新規不動産取得は約333億円に達し、

当初の購入計画を達成しました。又、売却案件については、第一四半期からクロージングがずれ込んだ案件が予定

通りクロージングでき、効率的な出口戦略の執行により、物件売却は順調であり、予定通りの手数料収益を計上し

ました。当中間連結会計期間末現在における当社グループの不動産アセットマネジメント受託資産残高の総額は、

約1,611億円と前期末比で約249億円増加いたしました。

 

　平成17年４月に組成したカリフォルニア州職員退職年金基金（CalPERS）やパシフィック・ライフ保険等の機関投

資家との不動産投資ファンド（SCJREP Ⅱ号ファンド）の物件購入は順調に進みました。又、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私募不動産投資ファンド（SCJRFⅠ号ファンド）につきまし

ても、この期に投資案件の確保はほぼ完了いたしました。又、昨年連結子会社SCJインベストメント・マネジメント

株式会社内に設立した特別バリューアップグループの関与する案件数は順調に増加し、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、プロパティマネジメント等の分野に強みを有する株式会社丹

青社との業務提携も順調に進み、商業施設案件の検討数が急速に増えました。

 

　SCJREP Ⅱ号ファンドによる物件購入が成功裏に進んだため、当社グループは中国不動産などのアジアの不動産に

も約25％資産配分する総額約2,690億円（ノンリコース・ローンによる資金調達を含む）の新ファンド「SCJREP 

Asia ファンド」を組成中でありますが、平成18年６月に第一次クロージングが予定を上回る約1,480億円（ノンリ

コース・ローンによる資金調達を含む）の調達をもって完了いたしました。

 

　以上の結果、当中間連結会計期間の本事業における売上高は1,034,736千円（前年同期比40.7％増）、営業利益は

343,398千円（前年同期比58.1％増）となりました。

（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はしましたが、当中間連結会計期間も予

想以上にノンバンク、統合した金融機関や地方銀行等による債権売却が引き続き活発におこなわれました。又、大

手銀行等による取引関係見直しによる、企業再生先や要管理先の大型個別債権売却案件、政府関係機関、債権回収

会社、その他投資家等による二次流通市場における債権売却等が一層活性化し、市場における債権投資案件内容と

その投資規模はますます多様化致しました。
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　又、債権購入にかかわる入札価格競争は継続して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

業務における長年のデューデリジェンス業務における強みを生かして、多様な投資家との関係の構築に努めており、

債権運用資産の受託は順調に伸び、この中間連結会計期間では464億円の新規受託を達成しました。

 

　一方、取得済み債権の回収は不動産市況の全般的な活性化と経済回復に伴って極めて順調に進み、受取り成功報

酬の収入額が特に順調に伸び、予定以上の大幅な営業利益増を達成することができました。

 

　以上の結果、当中間連結会計期間の本事業における売上高は2,327,549千円（前年同期比151.0％増）、営業利益

は1,903,865千円（前年同期比231.9％増）となりました。

(2）当中間連結会計期間の財政状態

①　キャッシュ・フローの状況

　当中間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、その他の関係会社有価証券の取

得等により投資活動によるキャッシュ・フローが減少したものの、税金等調整前中間純利益の計上等により営業活

動によるキャッシュ・フローが増加し、当中間連結会計期間末においては2,257,147千円となりました。

　当中間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主な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＞

　当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は1,127,631千円（前年同期比485.4％増）となりまし

た。これは、前受金が160,752千円減少し、法人税等を917,362千円支払ったものの、税金等調整前中間純利益を

2,082,091千円計上し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＞

　当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は631,008千円（前年同期比138.0％増）となりました。

これは、投資有価証券の取得に598,827千円を支出し、同項目の出資返還が1,602,183千円あったものの、その他の

関係会社有価証券の取得に1,188,514千円を支出し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＞

　当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は73,027千円（前中間連結会計期間は24,414千円の収

入）となりました。これは、株式の発行により45,643千円の収入があったものの、配当金の支払いが118,671千円

あったことが主な要因であります。

②　キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年
６月中間期

平成16年
12月期

平成17年
６月中間期

平成17年
12月期

平成18年
６月中間期

自己資本比率（％） 66.0 75.5 78.2 77.2 82.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
3,150.5 707.4 777.8 997.9 629.7

債務償還年数（年） ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
116.2 1,696.4 513.7 3,909.3 ―

　（注）１．各指標は、いずれも連結の財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

自己資本比率　　　　　　　　　　：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率　　　　：株式時価総額／総資産

債務償還年数　　　　　　　　　　：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．有利子負債がないため、債務償還年数は記載しておりません。

３．利払いがないため、平成18年６月中間期におけるインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。
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(3）通期の見通し

　当中間連結会計期間は、わが国経済の回復に伴って不動産取引は引き続き活発に行われ、当社グループの事業環境

は良好に推移し、事業機会を着実にとらえながら事業を成長させることができました。今後も当社グループは、優良

物件の発掘と運用に注力し、当社グループの実績と顧客投資家からの信頼をもとに、更なる事業拡大を図る所存であ

ります。

 

　下期については、既に本年６月に第一次クロージングを完了した「SCJREP Asia ファンド」の第二次クロージング

を予定しています。既存ファンドの実績に基づき、同ファンドではファンド規模の拡大及び中国不動産への投資等を

通じ、当社の業容の拡大を図ります。既存ファンドについては、引き続き優良な案件の取得を進めて受託資産残高の

拡大を図りつつ、効率的な出口戦略の執行によりインセンティブ・フィーの拡大を図ります。債権投資・管理回収事

業については、再生中の企業の債権投資案件や地方銀行等の案件取得の活動を強化します。

 

　既にパイロットファンドを立ち上げた、不動産関連メザニンローン等を投資対象とする投資ファンド及びプライベー

ト・エクイティ（バイアウト）ファンド等についても、現在ファンドの設立中であり、下期においてファンドの募集

活動を完了して本格的投資活動に移る予定です。

 

　当期の通期連結業績の見通しにつきましては、不動産投資・アセットマネジメント事業、債権投資・管理回収事業

ともに事業環境が良好であり、フィー収入の伸びが期待できることから、平成18年２月24日に情報開示いたしました

収益見通しを上方修正し、売上高6,190百万円（対前年度比41.3％増）、経常利益3,530百万円（同61.5％増）、当期

純利益2,010百万円（同64.4％増）を見込んでおります。

 

　また、単体業績の見通しにつきましては、平成18年２月24日に発表したとおり、売上高3,000百万円（対前年度比

27.7％増）、経常利益1,500百万円（同117.0％増）、当期純利益1,300百万円（同120.7％増）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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４．事業等のリスク
　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。又、必ずしも事業上のリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられ

る事項については、投資者に対する情報開示の観点から以下に記載しております。当社グループは、これらのリスク

発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。なお、文中における将

来に関する事項は、中間決算短信発表日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）当社の事業体制について

①　特定の役職員への依存

　当社の代表取締役会長兼社長である髙梨勝也は、最高経営責任者として当社グループの経営及び事業推進全般に

ついて重要な役割を果たしております。又、代表取締役最高投資責任者ジョン・ポール・トッピーノ及び債権投資

運用本部長ジョン・ジャック・スケールズ・キースの両氏は、当社創業初期の段階から、海外投資家の開拓及び管

理を含む事業運営並びに業務推進等に重要な役割を果たしております。

　当社グループでは、経営体制を強化するため人材拡充及び育成を行っており、今後、当社グループが国内投資家

の開拓を進めていくことにより、彼らを補完する運用体制の構築を進めており、未だ彼らに対する依存度が高いも

のの、徐々に体制が整備されています。しかしながら、近い将来において何らかの理由により彼らの業務遂行が不

可能となった場合、当社グループの業績及び今後の事業活動に悪影響を与える可能性があります。

②　小規模組織であることについて

　当社グループの事業はわが国において比較的新しい業態であり、当社創業後の社歴も浅いため社員の勤続年数が

短く、又、社員数も比較的少数であるため、各業務分野及び内部管理等において、比較的少人数の人材に依存して

います。当社では特定の人員に過度に依存しないよう、優秀な人材の確保や育成により経営体制を整備し、全般的

経営リスクの軽減に努めるとともに、内部管理体制の強化・充実を図っております。しかしながら、当社が十分な

人材を確保・育成できるか否か、又、事業の拡大や人員の増強に対して、適切かつ十分な組織の整備等ができるか

否かは不確実であり、これらが不十分な場合は、当社グループの業務遂行及び業務の拡大に悪影響を及ぼす恐れが

あります。

(2）創業者株主との関係について

　創業者株主は、過去及び現在にいずれも当社の取締役として当社の経営戦略の策定に参加しています。又、当社グ

ループの業務面においては主に米国投資家の開拓や顧客管理等の役割を担っていますが、数年前に比較すれば、創業

者株主に対する業務面における依存度は著しく低下しています。当社と創業者株主との関係に何らかの変化が生じた

場合、当社グループの経営戦略及び業務面において何らかの影響を受ける可能性があります。

(3）当社グループの事業を取り巻く市場環境について

　当社グループは創業以来、金融機関による不良債権処理の活発化や減損会計の導入に対応するための不動産の流動

化、ノンリコース条件のローンや証券化等の新しいファイナンス手法の開発及び低金利などを背景に、良好な事業環

境に恵まれてきました。しかし、今後日本経済の基礎的条件が再び急速に悪化した場合、不動産市場も中期的に悪影

響を受け、投資収益が悪化し、顧客投資家の投資活動が低迷する可能性があり、その場合当社グループの収益性が圧

迫される恐れがあります。又、投資案件取得の競争激化による利回りの急激な低下や、金利の急上昇も投資運用に悪

影響を及ぼす可能性があります。債権の回収管理業務については、今後の経済状況の変化、金融機関による不良債権

処理の状況により債権関連ビジネスの市場規模が縮小した場合、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があり

ます。

(4）競合について

　当社グループの事業である不動産投資顧問及びアセットマネジメントは、経済的に採算性を確保できる規模（クリ

ティカル・マス）を構築するための時間、人材及び投資家に対する投資収益のパフォーマンスの実績（トラックレコー

ド）を必要とするため、中長期的には優れた運用会社が競争力を持つものと思われます。しかし、不動産投資市場の

成長に伴い、新規参入会社や既存会社との競合の激化が予想され、収益不動産や不良債権の発掘競争が激化し、又は

取得価額の上昇により、受託資産の規模の縮小や投資収益率の低下が起きた場合、当社グループの業績に悪影響を与

える可能性があります。
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(5）特定の顧客投資家への依存及び外国顧客投資家の動向について

　当社グループは平成９年の創業直後、特定の機関投資家と排他的業務提供関係にありました。その後、平成12年に

当該機関投資家との排他的業務提供関係を解消し、投資家層を着実に拡大させ、平成18年６月30日現在、上位３社の

外国顧客投資家に対する受託資産依存率は約60％となっています。顧客層拡大のため、投資戦略や期待収益の異なる

投資ファンドの組成を実現しましたが、受託資産残高ベースでの現状における当社グループの主要顧客は、依然外国

投資家となっています。彼ら外国顧客投資家が日本経済の先行きや日本の不動産投資・不良債権市場に対し懸念を抱

いた場合、又は投資収益率の低下等により彼らにとっての投資妙味が薄れた場合、日本における不動産・債権投資に

慎重になる可能性があります。その結果、当社グループの主要な外国顧客投資家の数社が日本における不動産・債権

投資から撤退するか、投資規模を縮小する場合、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(6）受託資産の増減による収益の変動について

　当社グループの事業の主な目的は投資家に対する投資収益の確保であり、当社グループにとっては顧客投資家の投

資収益に連動した成功報酬の増大が重要な課題であります。当社グループに対する成功報酬は、受託資産の売却処分

時に発生するため、成功報酬の実現は売却処分による受託資産の一時的減少を伴い、その後におけるアセットマネジ

メント・フィーが落ち込むこと等により、当社グループの業績が変動する可能性があります。

(7）ストックオプションについて

　当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等に対し、当社の長期的成長及び収益性の向上のためのインセン

ティブを与え、かつ優秀な人材の確保を目的として、新株予約権（ストックオプション）の付与を行っております。

当社の株価が行使価格を上回り、かつ権利行使についての条件が満たされ、これら新株予約権が行使された場合には、

一株あたりの株式価値が希薄化することになります。

(8）ノンリコース融資の例外となる補償について

　当社グループが投資家のため投資資産を取得するにあたり、通常、当該投資資産をSPCを利用して取得します。その

場合、投資家はSPCに対し自己資金（エクイティ）の出資を行うとともに、同SPCが金融機関からのノンリコース条件

（貸し手が出資者に対し求償権を持たず、投資対象資産からのキャッシュフローのみを元利返済の原資とする条件）

のローン又は、投資資産の証券化による社債発行の形で資金調達を行います。そのような資金調達において、資金の

貸し手は、通常、上記ノンリコース条件に対する例外として、借り手及び借り手側の関係者（アセットマネージャー

としての当社のグループ会社も含む）の詐欺行為や故意・重過失による不法行為又は環境汚染等を理由として貸し手

に発生した損害等を補填する補償責任を投資家及び当社グループに要求します。多くの場合、かかる補償責任は当社

グループと投資家の間で損害への寄与度や出資比率に応じて分担されます。当社グループの責任は、SPCのローン債務

の履行を一般的に保証するいわゆる保証履行義務ではなく、当社グループの故意・重過失、欺罔行為などの例外的事

由が現実に発生した場合にのみ問題になるものですが、その限りにおいて当社グループはリスクを負担しています。

但し、当社創業以来、このようなリスクが現実化したことはありません。

(9）特有の法的規制等に関わるもの

①　宅地建物取引業法

　不動産の販売、賃貸、仲介を行うには「宅地建物取引業法」に基づく免許が必要であり、当社、連結子会社SCJ債

権回収株式会社及び連結子会社SCJインベストメント・マネジメント株式会社は同免許を取得しております（当社：

東京都知事(2）77250号、SCJ債権回収株式会社：東京都知事(1)85262号、SCJインベストメント・マネジメント株式

会社：国土交通大臣(1）7076号）が、何らかの理由により業務停止命令あるいは免許取消処分を受けた場合等には、

当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

②　債権管理回収業に関する特別措置法

　債権管理回収業を営むには「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく許可が必要であり、連結子会社SCJ債

権回収株式会社は同許可を法務大臣より取得しております（許可番号：36号）が、何らかの理由により業務改善命

令あるいは許可取消処分を受けた場合等には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

③　不動産投資顧問業

　不動産投資ファンドの運用助言に関し、連結子会社SCJインベストメント・マネジメント株式会社は不動産投資顧

問業登録規程（平成12年建設省告示第1828号）に基づき、登録を行っております（一般－国土交通大臣第721号）が、

何らかの理由により業務改善勧告あるいは登録取消処分を受けた場合等には、当社グループの業績に悪影響を与え

る可能性があります。
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④　有価証券に係る投資顧問業

　「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、一定の匿名組合契約上の権利が証券取

引法上の有価証券とみなされることとなりました。

　有価証券の投資助言を営業として営む場合には、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく

登録が必要であり、当社及び連結子会社SCJインベストメント・マネジメント株式会社は同登録を行っております

（当社：関東財務局長第1267号、SCJインベストメント・マネジメント株式会社：関東財務局長第1312号）が、何ら

かの理由により業務改善命令あるいは登録取消処分を受けた場合等には、当社グループの業績に悪影響を与える可

能性があります。

⑤　信託受益権販売業

　平成16年12月30日に施行された信託業法の改正により、信託の受益権の販売又はその代理若しくは媒介を行う営

業を営む場合には「信託業法」に基づく内閣総理大臣の登録が必要であり、連結子会社SCJインベストメント・マネ

ジメント株式会社は同登録を行っております（関東財務局長（売信）第29号）が、何らかの理由により業務改善命

令あるいは登録取消処分を受けた場合等には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(10）不動産の構造計算等について

　　当社グループが運用するファンドの投資対象資産は主に不動産及び不動産担保債権等となっています。不動産の経

済価値はその所在地、用途、品質、リース契約の条件やテナントの状況、需給関係等により決定されますが、不動産

投資には構造計算問題、取引条件その他不動産特有のリスクを伴います。当社は顧客投資家のため社内の専門チーム

のほか、外部専門家の鑑定や評価に依拠してデューデリジェンスを行い、投資価値の算定やその他取引条件の決定を

行いますが、当社グループ又は外部専門家の意見や判断が全てにわたり常に正確なものとは限りません。その結果、

ファンドの期待収益を確保できない等のため当社の報酬の減少その他の経済的影響をこうむる恐れが存在します。
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５．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

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)

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   2,452,949   2,257,147   1,854,397  

２　売掛金   790,074   793,062   863,681  

３　未収入金   190,932   162,618   173,185  

４　繰延税金資産   43,023   107,989   166,207  

５　その他   98,201   220,393   96,403  

流動資産合計   3,575,180 74.2  3,541,212 50.5  3,153,875 52.5

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物 ※１  33,242   43,411   46,595  

(2) 工具器具及び備
品

※１  24,272   35,712   38,805  

有形固定資産合計   57,514 1.2  79,123 1.1  85,401 1.4

２　無形固定資産   2,117 0.0  9,762 0.1  9,551 0.2

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   793,357   1,739,702   2,315,459  

(2) その他の関係会
社有価証券

  ―   1,190,366   ―  

(3) 敷金及び保証金   219,368   258,198   245,620  

(4) その他   168,998   200,236   195,935  

投資その他の資産
合計

  1,181,724 24.6  3,388,503 48.3  2,757,015 45.9

固定資産合計   1,241,355 25.8  3,477,388 49.5  2,851,968 47.5

資産合計   4,816,536 100.0  7,018,600 100.0  6,005,843 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

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)

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   112,485   112,028   125,388  

２　未払法人税等   252,030   768,061   712,481  

３　繰延税金負債   ―   ―   7  

４　預り金   229,163   154,390   179,684  

５　賞与引当金   30,000   30,000   25,000  

６　その他   135,100   159,257   321,902  

流動負債合計   758,780 15.7  1,223,738 17.4  1,364,463 22.7

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負債   899   4,878   4,036  

２　匿名組合出資預り
金

  291,600   ―   ―  

固定負債合計   292,499 6.1  4,878 0.1  4,036 0.1

負債合計   1,051,279 21.8  1,228,617 17.5  1,368,500 22.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,154,026 24.0  ― ―  1,173,200 19.5

Ⅱ　資本剰余金   1,122,894 23.3  ― ―  1,141,691 19.0

Ⅲ　利益剰余金   1,491,898 31.0  ― ―  2,321,549 38.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,898 0.0  ― ―  6,363 0.1

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

資本合計   3,765,256 78.2  ― ―  4,637,343 77.2

負債及び資本合計   4,816,536 100.0  ― ―  6,005,843 100.0

           
           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

 １　資本金   ― ―  1,196,576 17.0  ― ―

 ２　資本剰余金   ― ―  1,164,609 16.6  ― ―

 ３　利益剰余金   ― ―  3,424,394 48.8  ― ―

 ４　自己株式   ― ―  △5,461 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  5,780,118 82.4  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

 １　その他有価証券評価
差額金

  ― ―  7,476 0.1  ― ―

評価・換算差額等
合計

  ― ―  7,476 0.1  ― ―

Ⅲ　新株予約権   ― ―  2,388 0.0  ― ―

純資産合計   ― ―  5,789,983 82.5  ― ―

負債純資産合計   ― ―  7,018,600 100.0  ― ―
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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   1,663,055 100.0  3,362,285 100.0  4,380,878 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理
費

※１  976,013 58.7  1,278,557 38.0  2,204,695 50.3

営業利益   687,041 41.3  2,083,727 62.0  2,176,182 49.7

Ⅲ　営業外収益           

１　受取利息  306   173   2,113   

２　受取配当金  ―   5,000   ―   

３　為替差益  4,126   ―   11,469   

４　その他  600 5,032 0.3 917 6,091 0.2 691 14,274 0.3

Ⅳ　営業外費用           

１　支払利息  375   ―   375   

２　新株発行費  91   193   4,589   

３　為替差損  ―   5,070   ―   

４　持分法投資損失  ― 466 0.0 2,173 7,437 0.3 ― 4,964 0.1

経常利益   691,607 41.6  2,082,381 61.9  2,185,492 49.9

Ⅴ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ 159 159 0.0 ― ― ― 159 159 0.0

Ⅵ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※３ 1,857   289   2,015   

２　関係会社出資金
　　売却損

 569 2,427 0.1 ― 289 0.0 569 2,585 0.1

匿名組合損益
分配前税金等
調整前中間
(当期)純利益

  689,339 41.5  2,082,091 61.9  2,183,066 49.8

匿名組合損益
分配額

  7,818 0.5  ― ―  88,762 2.0

税金等調整前
中間(当期)純利益

  681,520 41.0  2,082,091 61.9  2,094,303 47.8

法人税、住民税
及び事業税

 282,385   798,972   988,596   

法人税等調整額  6,356 288,741 17.4 58,264 857,237 25.5 △116,722 871,873 19.9

中間(当期)純利益   392,778 23.6  1,224,854 36.4  1,222,429 27.9
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(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) 金額(千円)

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   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  13,133 13,133 31,930 31,930

Ⅲ　資本剰余金
　　中間期末(期末)残高

  1,122,894  1,141,691

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,099,119  1,099,119

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間(当期)純利益  392,778 392,778 1,222,429 1,222,429

Ⅲ　利益剰余金
　　中間期末(期末)残高

  1,491,898  2,321,549
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

 （単位：千円）　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高 1,173,200 1,141,691 2,321,549 △5,461 4,630,979

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 23,376 22,917 － － 46,293

剰余金の配当 － － △118,671 － △118,671

連結除外に伴う減少額 － － △3,338 － △3,338

中間純利益 － － 1,224,854 － 1,224,854

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 23,376 22,917 1,102,844 － 1,149,138

平成18年６月30日残高 1,196,576 1,164,609 3,424,394 △5,461 5,780,118

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日残高 6,363 6,363 2,850 4,640,194

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 46,293

剰余金の配当 － － － △118,671

連結除外に伴う減少額 － － － △3,338

中間純利益 － － － 1,224,854

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
1,112 1,112 △461 650

中間連結会計期間中の変動額合計 1,112 1,112 △461 1,149,789

平成18年６月30日残高 7,476 7,476 2,388 5,789,983
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(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) 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
中間(当期)純利益

 681,520 2,082,091 2,094,303

減価償却費  7,259 12,323 20,194

賞与引当金の増減額  15,000 5,000 10,000

受取利息及び受取配当金  △306 △5,173 △2,113

支払利息  375 － 375

持分法による投資損失  － 2,173 －

新株発行費  91 193 4,589

有形固定資産除却損  1,857 289 2,015

売上債権の増減額  △68,641 70,618 △142,248

未収入金の増減額  △33,739 19,426 △3,681

未払金の増減額  △39,702 △11,435 △27,989

預り金の増減額  59,426 △25,293 9,947

前受金の増減額  85,461 △160,752 224,603

匿名組合分配損益  △16,245 △10,767 △132,619

匿名組合損益分配額  7,818 － 88,762

その他  △29,176 1,896 22,483

小計  670,999 1,980,591 2,168,622

利息及び配当金の受取額  306 2,549 2,104

利息の支払額  △375 － △375

匿名組合現金受取額  3,634 － 400,336

匿名組合現金分配額  △3,510 － △379,683

法人税等の還付額  244 61,853 244

法人税等の支払額  △478,662 △917,362 △725,255

営業活動による
キャッシュ・フロー

 192,636 1,127,631 1,465,994
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前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(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) 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

 △20,416 △6,257 △59,328

無形固定資産の
取得による支出

 △104 △1,478 △8,415

投資有価証券の
取得による支出

 △96,575 △598,827 △1,611,575

投資有価証券の
出資返還による収入

 46,934 1,602,183 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  △21,225 △238,789 △67,975

匿名組合出資の
出資返還による収入

 64,571 33,329 75,779

出資金の取得による支出  △119,798 △123,548 △201,598

出資金の譲渡・売却等
による収入

 42,525 42,478 94,532

金銭信託受益権の
取得による支出

 △102,300 △147,840 △377,300

金銭信託受益権の
出資返還による収入

 3,144 15,125 5,619

敷金及び保証金の
差入による支出

 △71,217 △18,080 △103,469

貸付による支出  △351,200 △140,107 △722,150

貸付金の回収による収入  351,200 136,026 719,150

その他  9,333 3,292 17,734

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △265,127 △631,008 △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  26,174 45,643 59,289

配当金の支払額  － △118,671 －

その他  △1,760 － △1,760

財務活動による
キャッシュ・フロー

 24,414 △73,027 57,529

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額

 △48,075 423,595 △646,626

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 2,501,024 1,854,397 2,501,024

Ⅵ　連結除外に伴う現金及び
現金同等物の減少額

 － △20,845 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※ 2,452,949 2,257,147 1,854,397
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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　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　４社

連結子会社の名称

SCJ債権回収㈱

SCJインベストメント・

マネジメント㈱

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、当中間連結会

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

(2) 非連結子会社の数

17社

(2) 非連結子会社の数

41社

(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 

FundⅠ㈲

エス・アール・エフ・

エー有限責任中間法人

主要な非連結子会社の

名称

Mountain Recovery 

FundⅠ㈲

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㈲

J-STAR一号投資事業有

限責任組合

SCJ-M-B投資事業有限責

任組合

主要な非連結子会社の

名称

Mountain Recovery 

FundⅠ㈲

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 

FundⅠ㈲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。

連結の範囲から除いた

理由

Mountain Recovery 

FundⅠ㈲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。

連結の範囲から除いた

理由

 　Mountain Recovery 

FundⅠ㈲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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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）

 　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、中間純損益及び

利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも中

間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。

　J-STAR一号投資事業

有限責任組合及びSCJ-

M-B投資事業有限責任組

合は、いずれも同社に

対する支配が一時的で

あるため連結の範囲か

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、中間純損益及び

利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも中

間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。 

　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。

２　持分法の適用に関する

事項

(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

　　J-STAR㈱

China Real Estate Ⅰ

Limited

China Real Estate Ⅴ

Limited

　　　J-STAR㈱、China

Real EstateⅠLimited

及びChina Real Estate

Ⅴ Limitedは、当中間

連結会計期間に新規に

設立し、持分法適用の

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。

 

 

(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

(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㈲

J-STAR一号投資事業有

限責任組合

SCJ-M-B投資事業有限責

任組合

(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㈲
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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）

 

 

持分法を適用しない理

由

　上記の持分法非適用

会社は、中間純損益及

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

　J-STAR一号投資事業

有限責任組合及びSCJ-

M-B投資事業有限責任組

合は、いずれも同社に

対する持分所有が一時

的であるため持分法の

適用範囲から除外して

おります。

　その他の持分法非適

用会社は、中間純損益

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

　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　連結子会社の中間決算

日(決算日)等に関する

事項

　連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致

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

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

(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

その他有価証券

時価のないもの

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、中間連結決算日

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。）

総平均法による原価法

（外貨建その他有価証

券は、中間連結決算日

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。）

総平均法による原価法

（外貨建その他有価証

券は、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

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。）

 

（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。)

（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。)
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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

　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、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

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。

 

 

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

ち当中間連結会計期

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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）

 

 

(5) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

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、中間連結決算日の

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) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

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

 

 

 

(7) その他中間連結財務諸

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。

　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) その他中間連結財務諸

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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）

 

 

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、中間連

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。

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、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　中間連結キャッシュ・

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

　中間連結キャッシュ・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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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）

　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、当中間

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40,551千円増加し、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

中間純利益及び税金等調整前中間純利

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。

―――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

　当中間連結会計期間から「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。

　これによる当中間連結会計期間の損

益に与える影響はありません。

――――

―――― 　(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号 平成17年

12月９日)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日)を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は5,787,594千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

――――
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

（中間連結貸借対照表）

　「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、前中間連結会計期間まで「匿

名組合出資金」として表示していたみなし有価証券（前中

間連結会計期間301,090千円）を当中間連結会計期間より

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356,924千円増加し

ております。

（中間連結貸借対照表）

　「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

（平成17年法律第87号）第２条第２項により、旧有限会社

法に規定する有限会社に対する出資持分が有価証券とみな

されることとなったため、前中間連結会計期間まで投資そ

の他の資産の「その他」として表示していた有限会社に対

する出資持分（前中間連結会計期間44,100千円）を、当中

間連結会計期間より投資その他の資産の「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94,200千円増加しております。

（中間連結損益計算書）

　「為替差益」は営業外収益の総額の100分の10を超えた

ため、区分掲記することとしました。なお、前中間連結会

計期間は営業外収益の「その他」に526千円含まれており

ます。

　

――――

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において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した「前受金

の増減額」（前中間連結会計期間6,921千円）は、金額的

重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記し

ております。

　前中間連結会計期間において投資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した「敷金及

び保証金の差入による支出」（前中間連結会計期間△

19,662千円）は、金額的重要性が増したため、当中間連結

会計期間より区分掲記しております。

　

――――

 

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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）

　「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、

当中間連結会計期間より「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。

　この結果、販売費及び一般管理費が

7,243千円増加し、営業利益、経常利

益、匿名組合損益分配前税金等調整前

中間純利益及び税金等調整前中間純利

益が同額減少しております。

――― 　「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。

　この結果、販売費及び一般管理費が

17,748千円増加し、営業利益、経常利

益、匿名組合損益分配前税金等調整前

純利益及び税金等調整前純利益が同額

減少しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

前連結会計年度末
(平成17年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

45,757千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

63,413千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

55,160千円

　２　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。

　２　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。

　２　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 1,000,000千円

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

当座貸越限度額 1,300,000千円

貸出実行残高 －千円

　３　不動産売買契約に伴う偶発債務

は、以下のとおりであります。

　３　不動産売買契約に伴う偶発債務

は、以下のとおりであります。

　３　不動産売買契約に伴う偶発債務

は、以下のとおりであります。

違約金支払義務 255,000千円 違約金支払義務 255,000千円 違約金支払義務 255,000千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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 76,064千円

給与手当 370,770千円

賞与 88,010千円

賞与引当金

繰入額
30,000千円

顧問料 27,223千円

地代家賃 61,426千円

役員報酬 77,450千円

給与手当 496,685千円

賞与 157,590千円

賞与引当金

繰入額
30,000千円

顧問料 30,870千円

地代家賃 84,993千円

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　固定資産売却益の内容 ※２　　　　　――― ※２　固定資産売却益の内容

車両及び運搬具 159千円  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
1,857千円

工具器具

及び備品
289千円

工具器具

及び備品
2,015千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

 株式数

当中間連結会計

期間株式増加数

当中間連結会計

期間株式減少数

当中間連結会計

期間末株式数 
摘要

 発行済株式

 　普通株式 (株)
118,679.85 2,403 － 121,082.85 (注)

 自己株式

 　普通株式 (株)
8.85 － － 8.85 －

 　(注) 普通株式の発行済株式の増加2,403株は、ストックオプションの権利行使による増加であります。

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株予約権の

内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間連結会

計期間末残高

(千円)

摘要前連結会計年

度末

当中間連結会

計期間増加

数 

当中間連結会

計期間減少

数 

当中間連結会

計期間末

 提出会社

 第１回

 新株予約権
普通株式 10,476 － 1,296 9,180 1,752 (注１)

 第２回

 新株予約権
普通株式 324 － 216 108 21 (注２)

 第３回

 新株予約権
普通株式 4,131 － 918 3,213 613 (注２)

 第４回

 新株予約権
普通株式 6,750 － － 6,750 － －

 第５回

 新株予約権
普通株式 600 － － 600 － －

 第６回

 新株予約権
普通株式 1,797 － － 1,797 － －

 第７回

 新株予約権
普通株式 2,310 － 555 1,755 － (注３)

 第８回

 新株予約権
普通株式 － 1,290 － 1,290 － (注４)

 第９回

 新株予約権
普通株式 － 1,100 － 1,100 － (注４)

 合計 － 26,388 2,390 2,985 25,793 2,388 －

 　(注) １　当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の行使及び失効によるものです。

　　　　２　当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の行使によるものです。

　　　　３　当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の失効によるものです。 

　　　　４　当中間連結会計期間の増加は、新株予約権の発行によるものです。

 

  ３．配当に関する事項

　　　　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

 (千円)

１株当たり配当金

(円) 
基準日 効力発生日

 平成18年３月30日

 定時株主総会決議
普通株式 118,671 1,000  平成17年12月31日  平成18年３月30日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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中間期末残

高と中間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中間期末残

高と中間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 2,452,949千円

現金及び

現金同等物
2,452,949千円

現金及び預金 2,257,147千円

現金及び

現金同等物
2,257,147千円

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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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）

前中間連結会計期間末(平成17年６月30日)

時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額(千円)

非上場外国証券 176,677

金銭信託受益権 259,755

匿名組合出資 356,924

合　計 793,357

当中間連結会計期間末(平成18年６月30日)

時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 196,026

非上場外国証券 573,659

金銭信託受益権 664,994

匿名組合出資 305,021

合　計 1,739,702

前連結会計年度末(平成17年12月31日)

時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券 連結貸借対照表計上額(千円)

非上場外国証券 167,127

金銭信託受益権 532,280

匿名組合出資 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

合　計 2,315,459
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間(自平成17年１月１日　至平成17年６月30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。

当中間連結会計期間(自平成18年１月１日　至平成18年６月30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。

（ストック・オプション関係）

　　　　　当中間連結会計期間(自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日)

　　　　１　ストック・オプションの内容及び規模

　　　　　当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 第８回新株予約権 摘要 

 付与対象者の区分及び人数  従業員６名 －

 ストックオプションの付与数 普通株式　1,290株 (注１)

 付与日  平成18年３月１日 －

 権利確定条件  権利確定条件は付されておりません。 (注２)

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。 －

 権利行使期間  平成19年３月30日から平成23年９月30日まで －

 権利行使価格  １株につき485,205円 －

 公正な評価単価（付与日）  － (注３)

 　　　　(注)１.　株式数に換算して記載しております。　

 　　　　　　２.　新株予約権付与者の相続人による新株予約権の行使は認められません。その他の条件については、

当社と新株予約権付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

 　　　　　　３.　会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、中間連結財務諸表への影響はあ

りません。

 

 第９回新株予約権 摘要 

 付与対象者の区分及び人数  従業員４名 －

 ストックオプションの付与数 普通株式　1,100株 (注１)

 付与日  平成18年４月28日 －

 権利確定条件  権利確定条件は付されておりません。 (注２)

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。 －

 権利行使期間  平成20年３月30日から平成24年９月30日まで －

 権利行使価格  １株につき459,948円 －

 公正な評価単価（付与日）  － (注３)

 　　　　(注)１.　株式数に換算して記載しております。　

 　　　　　　２.　新株予約権付与者の相続人による新株予約権の行使は認められません。その他の条件については、

当社と新株予約権付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

 　　　　　　３.　会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、中間連結財務諸表への影響はあ

りません。

 

 　　　２　中間連結財務諸表への影響額

会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、中間連結財務諸表への影響はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30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)

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 735,629 927,425 1,663,055 ― 1,663,055

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高
― ― ― ― ―

計 735,629 927,425 1,663,055 ― 1,663,055

営業費用 518,405 353,816 872,222 103,791 976,013

営業利益 217,223 573,609 790,833 (103,791) 687,041

　（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103,791千円であり、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、当中間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17,546千円増加し、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23,005千円増加しております。

当中間連結会計期間(自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日)

 

不動産投資・ア
セット
マネジ

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)

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 1,034,736 2,327,549 3,362,285 ― 3,362,285

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高
― ― ― ― ―

計 1,034,736 2,327,549 3,362,285 ― 3,362,285

営業費用 691,337 423,683 1,115,021 163,536 1,278,557

営業利益 343,398 1,903,865 2,247,263 (163,536) 2,083,727

　（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163,536千円であり、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。

－ 33 －



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)

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、当連結会計年度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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30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。

当中間連結会計期間(自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間(自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日)

前中間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。

当中間連結会計期間(自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日)

当中間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
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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 96,793円22銭 47,802円13銭 39,077円31銭

１株当たり

中間(当期)純利益
10,138円42銭 10,240円42銭 10,433円81銭

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益
8,490円43銭 8,685円88銭 8,787円49銭

　（注）１.　１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

 
前中間連結会計期間
自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日

当中間連結会計期間
自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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

中間（当期）純利益 392,778千円 1,224,854千円 1,222,429千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益 392,778千円 1,224,854千円 1,222,429千円

普通株式の期中平均株式数 38,742株 119,610株 117,160株

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた当期純利益調

整額の主要な内訳

― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間（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

新株予約権 7,520株 新株予約権 21,407株 新株予約権 21,950株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含まれ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　200株

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18年３月30日 

定時株主総会特別決議

新株予約権　1,100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中間連結会計期間の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  32,264円41銭

 １株当たり中間純利益   3,379円47銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益   2,830円14銭
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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)

（株式分割） ――――  （新株予約権の株式分割）

　平成17年５月26日開催の取締役会に

おいて株式分割による新株式の発行を

行う旨の決議をしております。

　当該株式分割の内容は、下記のとお

りであります。

 １　平成17年８月19日付をもって平

成17年６月30日最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載又は記録さ

れた株主並びに端株原簿に記載又

は記録された端株主の所有株式を

１株につき３株の割合をもって分

割する。

 ２　分割により増加する株式の種類

及び数

　　　　普通株式　77,805.9株

 ３　配当起算日

 　　　平成17年７月１日

 

 前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合における（１株当たり情

報）の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。

前中間連結
会計期間

当中間連結
会計期間

前連結会計
年度

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

14,322円61銭 32,264円41銭 28,962円43銭

１株当たり
中間純利益

１株当たり
中間純利益

１株当たり
当期純利益

2,099円56銭 3,379円47銭 6,184円00銭

潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益

潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益

1,641円16銭 2,830円14銭 4,915円13銭

 

 

　

　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株あたりの払込金額は、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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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社グループは、不動産投資・アセットマネジメント事業及び債権投資・管理回収事業を主体とする会社であり、

生産活動を行っていないため、該当事項はありません。

(2）受注実績

　該当事項はありません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日

当中間連結会計期間
自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日

比較増減

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
前年同期比
（％）

不動産投資・アセットマネジメ

ント事業
735,629 1,034,736 299,106 40.7

債権投資・管理回収事業 927,425 2,327,549 1,400,123 151.0

合計 1,663,055 3,362,285 1,699,229 102.2

　（注）１　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前中間連結会計期間
自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日

当中間連結会計期間
自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

アザブ・クレジット・マネジメント・カン

パニー・リミテッド
147,137 8.9 1,508,851 44.9

㈲泉南インベストメント 257,666 15.5 － －

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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