
 
(財)財務会計基準機構会員  

平成18年12月期　第３四半期財務・業績の概況（連結）
 平成18年11月９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/）  

代表社名　　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

（内容）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。

　　　　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を適用しております。

当連結会計年度より「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」

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（新規）　４社　　（除外）　１社　　　　持分法（新規）　３社　　（除外）　－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３四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日　～　平成18年９月30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３四半期 4,428 34.6 2,519 45.7 2,518 45.3 1,479 57.0

17年12月期第３四半期 3,290 66.3 1,729 130.0 1,733 139.4 941 131.3

（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３四半期 12,310 55 10,511 97

17年12月期第３四半期 8,073 58 6,787 18

（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３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国経済の減速や米国金利動向に不透明感が出ているものの、堅

調な外需に牽引されて国内企業の収益は改善し、過去の「いざなぎ景気」を超える景気拡大期間を示しつつあります。当

社を取り巻く事業環境については、７月の日本銀行によるゼロ金利政策の解除以降、国内金利動向の予測が難しくなって

きているものの、海外投資家からの活発な投資資金の流入と、J-REIT（公募型不動産投資信託）及び私募不動産投資ファ
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ンド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緩やかな回復等により、不動産関

連ビジネスの裾野が継続して拡大しています。

　当社グループにおける当第３四半期連結会計期間については、売上高4,428百万円（前年同期比34.6％増）、経常利益

2,518百万円（前年同期比45.3％増）、純利益1,479百万円（前年同期比57.0％増）となりました。

 

　  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・アセットマネジメント事業

　投資物件の獲得については、私募不動産投資ファンドやJ-REIT間で、激しい競争が継続しておりますが、新規開発

案件への積極的な取り組みや、先行して取得を約定していた物件の引渡しが順調に進み、当第３四半期末における当

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1,698億円と、前年度末比で約336億円増加しまし

た。

　平成17年４月に組成した不動産投資ファンドSCJREPⅡ号ファンド（カリフォルニア州職員退職年金基金（CalPERS）

やパシフィック・ライフ保険等が参加）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SCJRFⅠ号ファンドについても、投資案件の確保をほぼ完了しました。

　SCJREPⅡ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SCJREPAsiaファンド

の運用を開始しました。当該ファンドについては、平成18年６月に第一次募集が完了し、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）の規模となりました。現在、第二次募集を進めております。

 売上げの一部が第４四半期にずれ込み、人件費やファンド立ち上げ費用等の営業費用が先行したため、当第３四半期

連結会計期間の本事業における売上高は1,410百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は338百万円（前年同期比

38.4％減）となりましたが、後述する通期連結業績予想では、売上高、利益とも好調に推移すると見込んでおります。

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はしましたが、当期間もノンバンク、統合

した金融機関や地方銀行等による債権売却が継続して発生しています。また、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も一層活性化し、市場における投資案件内容は多様化しています。

　債権購入にかかわる入札価格競争は激化していますが、当社グループは、不動産担保債権の長年の投資実績を生か

して、多様な投資家との関係構築に努めており、当第３四半期末では債権投資運用資産の受託残高は約911億円と、前

年度比で約136億円増加しました。

　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、成功報酬が特に

順調に伸び、前年同期比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、当第３四半期連結会計期間の本事業における売上高は3,018百万円（前年同期比60.1％増）、営業利益

は2,425百万円（前年同期比80.3％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３四半期 7,320 6,132 82.9 49,989 62

17年12月期第３四半期 5,955 4,352 73.1 36,702 16

（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３四半期 1,131 △822 △67 2,114

17年12月期第３四半期 1,748 △1,289 56 3,017

（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３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、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822百万円減少したこと、税金等調整前四半期純利益が2,518百万円となったこと等により

営業活動によるキャッシュ・フローが1,131百万円増加したことから、当四半期連結会計期間末においては2,114百万円と

なりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

　当第３四半期連結会計期間において営業活動により資金は1,131百万円（前年同期比35.3％減）増加しました。これは、

前受金の減少による支出191百万円及び、法人税等の支払による支出1,395百万円があったものの、税金等調整前四半期純

利益が2,518百万円とな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）

　当第３四半期連結会計期間において投資活動により資金は822百万円（前年同期比36.2％減）減少しました。これは、投

資有価証券の売却・出資返還による1,614百万円の収入があったものの、投資有価証券及びその他の関係会社有価証券の取

得に各々669百万円及び1,188百万円を支出したこと等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）

　当第３四半期連結会計期間において財務活動により資金は67百万円（前第３四半期連結会計期間は56百万円の増加）減

少しました。これは、新株予約権の行使による株式の発行により51百万円の収入があったものの、配当金の支払いが118百

万円あったことが要因であります。

３．平成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）　16,560円79銭

　　　　１株当たり予想当期純利益は、平成18年９月末日の発行済株式数121,371株により算出しております。

［業績予想に関する定性的情報等］

　これまでの不動産取引は、企業再生関連に伴う不動産処分や不良債権処理などが中心でありましたが、わが国経済の回

復に伴い、企業が不動産価値を活かす時期に移行しつつあると考えられます。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今後も良好に推移すると見込んでおります。事業機会を着実にとらえながら、当社グループの実績

と顧客投資家からの信頼をもとに、一層事業拡大を図る所存です。

　SCJREPAsiaファンドに関しては、ファンド規模が大きく拡大したため、中国不動産への投資や国内開発案件などを含め、

大型案件への取り組みも可能となっており、さらに当社の業容拡大を図ります。既存ファンドについては、受託資産のバ

リューアップを図り、また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。不動産関連メザニンロー

ン等を投資対象とするSCJ・リアルエステート・メザニン・パートナーズⅠは、パイロット・ファンド運用期間を経て、本

格的投資活動に移る予定です。プライベート・エクイティ（バイアウト）ファンドについても、第一号案件への投資を10

月に完了し、さらに投資活動を活発化させていきます。

　以上のように、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

収入は堅調であることから、平成18年８月17日付け上方修正見通しを維持します。従って通期連結業績予想につきまして

は、売上高6,190百万円（対前年同期比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日に発表しましたとおり、

売上高3,000百万円（対前年同期比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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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年９月30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 2,114,614 3,017,148 1,854,397

２　売掛金 788,580 612,380 863,681

３　短期貸付金 7,081 367,950 3,000

４　未収入金 174,122 164,400 173,185

５　繰延税金資産 167,255 96,721 166,207

６　その他 348,167 84,737 93,403

流動資産合計 3,599,822 49.2 4,343,337 72.9 3,153,875 52.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 ※１ 42,302 48,458 46,595

(2）工具器具及び備品 ※１ 32,757 38,288 38,805

有形固定資産合計 75,060 1.0 86,747 1.5 85,401 1.4

２　無形固定資産 9,751 0.1 4,312 0.1 9,551 0.2

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,789,216 1,060,730 2,315,459

(2）その他の関係会社有
価証券

490,133 ― ―

(3）敷金及び保証金 258,198 251,620 245,620

(4）その他 98,416 208,856 195,935

投資その他の資産合計 3,635,964 49.7 1,521,206 25.5 2,757,015 45.9

固定資産合計 3,720,776 50.8 1,612,266 27.1 2,851,968 47.5

資産合計 7,320,598 100.0 5,955,603 100.0 6,005,843 100.0
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当第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年９月30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 134,484 110,785 125,388

２　未払法人税等 643,735 432,137 712,481

３　繰延税金負債 3,493 62 7

４　預り金 124,773 212,206 179,684

５　賞与引当金 120,000 120,000 25,000

６　その他 154,433 324,460 321,902

流動負債合計 1,180,919 16.1 1,199,653 20.1 1,364,463 22.7

Ⅱ　固定負債

１　繰延税金負債 7,026 2,103 4,036

２　匿名組合出資預り金 ― 401,338 ―

固定負債合計 7,026 0.1 403,441 6.8 4,036 0.1

負債合計 1,187,945 16.2 1,603,094 26.9 1,368,500 22.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ― ― 1,172,412 19.7 1,173,200 19.5

Ⅱ　資本剰余金 ― ― 1,140,919 19.2 1,141,691 19.0

Ⅲ　利益剰余金 ― ― 2,041,009 34.2 2,321,549 38.7

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

― ― 3,628 0.1 6,363 0.1

Ⅴ　自己株式 ― ― △5,461 △0.1 △5,461 △0.1

資本合計 ― ― 4,352,508 73.1 4,637,343 77.2

負債及び資本合計 ― ― 5,955,603 100.0 6,005,843 100.0

       

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１　資本金 1,199,465 16.4 ― ― ― ―

２　資本剰余金 1,167,441 15.9 ― ― ― ―

３　利益剰余金 3,678,681 50.3 ― ― ― ―

４　自己株式 △5,461 △0.1 ― ― ― ―

　株主資本合計 6,040,127 82.5 ― ― ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等       

　１　その他有価証券評価差
額金

15,492 0.2 ― ― ― ―

２　為替換算調整勘定 11,670 0.2 ― ― ― ―

　評価・換算差額等合計 27,163 0.4 ― ― ― ―

Ⅲ　新株予約権 2,332 0.0 ― ― ― ―

Ⅳ　少数株主持分 63,029 0.9 ― ― ― ―

純資産合計 6,132,653 83.8 ― ― ― ―

負債純資産合計 7,320,598 100.0 ― ― ― ―
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(2）四半期連結損益計算書

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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 4,428,976 100.0 3,290,685 100.0 4,380,878 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,909,234 43.1 1,561,047 47.4 2,204,695 50.3

営業利益 2,519,741 56.9 1,729,637 52.6 2,176,182 49.7

Ⅲ　営業外収益

１　受取利息 442 454 2,113

２　受取配当金 5,000 ― ―

３　為替差益 ― 7,382 11,469

４　その他 927 6,370 0.1 940 8,777 0.3 691 14,274 0.3

Ⅳ　営業外費用

１　支払利息 ― 375 375

２　新株発行費 193 4,367 4,589

３　為替差損 2,724 ― ―

４　持分法投資損失 4,323 7,241 0.1 ― 4,742 0.1 ― 4,964 0.1

経常利益 2,518,870 56.9 1,733,672 52.7 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 ※３ 289 1,857 2,015

２　関係会社出資金売却損 ― 289 0.0 569 2,427 0.1 569 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

2,518,581 56.9 1,731,404 52.6 2,183,066 49.8

匿名組合損益分配額 ― ― 117,557 3.6 88,762 2.0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

2,518,581 56.9 1,613,847 49.0 2,094,303 47.8

法人税、住民税及び事
業税

1,040,301 719,210 988,596

法人税等調整額 △862 1,039,439 23.5 △47,252 671,957 20.4 △116,722 871,873 19.9

四半期（当期）純利益 1,479,141 33.4 941,890 28.6 1,222,429 27.9
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(3）四半期連結剰余金計算書

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９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）

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 31,158 31,158 31,930 31,930

Ⅲ　資本剰余金四半期末（期

末）残高
1,140,919 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

四半期（当期）純利益 941,890 941,890 1,222,429 1,222,429

Ⅲ　利益剰余金四半期末（期

末）残高
2,041,009 2,321,549

 

－ 7 －



(4) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第３四半期連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年９月30日）

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（千円） 1,173,200 1,141,691 2,321,549 △5,461 4,630,979

当第３四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行 26,265 25,749 ― ― 52,015

剰余金の配当 ― ― △118,671 ― △118,671

連結除外に伴う減少高 ― ― △3,338 ― △3,338

四半期純利益 ― ― 1,479,141 ― 1,479,141

株主資本以外の項目の当第３四

半期連結会計期間中の変動額

（純額）

― ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
26,265 25,749 1,357,132 ― 1,409,147

平成18年９月30日残高（千円） 1,199,465 1,167,441 3,678,681 △5,461 6,040,127

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日残高（千円） 6,363 ― 6,363 2,850 ― 4,640,194

当第３四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行 ― ― ― ― ― 52,015

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △118,671

連結除外に伴う減少額 ― ― ― ― ― △3,338

四半期純利益 ― ― ― ― ― 1,479,141

株主資本以外の項目の当第３四

半期連結会計期間中の変動額

（純額）

9,128 11,670 20,799 △518 63,029 83,311

当第３四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
9,128 11,670 20,799 △518 63,029 1,492,458

平成18年９月30日残高（千円） 15,492 11,670 27,163 2,332 63,029 6,132,653
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(5）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９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）

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
2,518,581 1,613,847 2,094,303

減価償却費 18,704 13,179 20,194

賞与引当金の増減額 95,000 105,000 10,000

受取利息及び受取配当金 △5,443 △454 △2,113

支払利息 ― 375 375

持分法投資損失 4,323 ― ―

新株発行費 193 4,367 4,589

有形固定資産除却損 289 1,857 2,015

売上債権の増減額 75,101 109,052 △142,248

未収入金の増減額 △14,465 △786 △3,681

未払金の増減額 10,102 △42,070 △27,989

預り金の増減額 △54,910 42,469 9,947

前受金の増減額 △191,585 241,106 224,603

匿名組合分配損益 △4,990 △136,708 △132,619

匿名組合損益分配額 ― 117,557 88,762

その他 9,484 12,689 22,483

小計 2,460,384 2,081,482 2,168,622

利息及び配当金の受取額 4,391 316 2,104

利息の支払額 ― △375 △375

匿名組合現金受取額 ― 400,012 400,336

匿名組合現金分配額 ― △3,510 △379,683

法人税等の還付額 61,853 244 244

法人税等の支払額 △1,395,401 △729,206 △725,255

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,131,228 1,748,964 1,465,994
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当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９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）

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 △7,907 △54,616 △59,328

無形固定資産の取得による支出 △1,217 △2,583 △8,415

投資有価証券の取得による支出 △669,691 △601,575 △1,611,575

投資有価証券の出資返還による収

入
1,614,569 53,680 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 ― ―

その他の関係会社有価証券の売

却・出資返還による収入
3,040 ― ―

匿名組合出資による支出 △313,789 △67,975 △67,975

匿名組合出資の出資返還による収

入
60,054 72,074 75,779

出資金の取得による支出 △177,314 △172,498 △201,598

出資金の譲渡・売却等による収入 75,660 48,725 94,532

金銭信託受益権の取得による支出 △215,270 △107,800 △377,300

金銭信託受益権の出資返還による

収入
17,200 3,144 5,619

敷金及び保証金の差入による支出 △18,080 △103,469 △103,469

貸付による支出 △190,107 △719,150 △722,150

貸付金の回収による収入 186,026 351,200 719,150

その他 3,292 11,812 17,734

投資活動によるキャッシュ・フロー △822,049 △1,289,031 △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 51,308 57,950 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 △67,362 56,190 57,529

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 241,817 516,123 △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　新規連結に伴う現金及び現金同等物

の増加額
39,244 ― ―

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び現金同等物

の減少額
△20,845 ― ―

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
※ 2,114,614 3,017,148 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３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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　８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

SCJ-M-B投資事業有限責任組

合

SCJREP NK Partnership任意

組合

SCJREPⅡNK Partnership任

意組合

SCJREPAsia NK Partnership

任意組合

　エス・シー・ジェイ債権回

収㈱及びエス・シー・ジェ

イ・インベストメント・マ

ネージメント㈱は、平成18年

８月に、それぞれSCJ債権回

収㈱及びSCJインベストメン

ト・マネジメント㈱へと商号

を変更しております。

　㈲スリー・エー・インベス

トメントは、重要性が低下し

たため、当第３四半期連結会

計期間より連結の範囲から除

外しております。

　SCJ-M-B投資事業有限責任

組合は、一時的支配に該当し

なくなったため、当第３四半

期連結会計期間より連結の範

囲に含めております。

　SCJREP NK Partnership任

意組合、SCJREPⅡNK 

Partnership任意組合及び

SCJREPAsia NK Partnership

任意組合は、重要性の増加に

より当第３四半期連結会計期

間より連結の範囲に含めてお

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）主要な非連結子会社の名称 (2）主要な非連結子会社の名称 (2）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㈲

J-STAR一号投資事業有限責任

組合

Mountain Recovery Fund Ⅰ

㈲

エス・アール・エフ・エー有

限責任中間法人

 

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
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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）

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。

　J-STAR一号投資事業有限責任

組合は、同組合に対する支配が

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、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。

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㈱

　China Real Estate Ⅰ 

　Limited

　China Real Estate Ⅴ 

　Limited

　J-STAR㈱、China Real Estate

Ⅰ Limited及びChina Real

Estate Ⅴ Limitedは、当第３四

半期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。

(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

㈲ 

 J-STAR一号投資事業有限責

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

(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

　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

　上記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

　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。
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項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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）

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

時価のあるもの

   決算期末日の市場価格等に基

づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売買原価

は総平均法により算定）

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

は全部純資産直入法により処

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、

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。）

　

　

(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。

(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
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項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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）

(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

(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。
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項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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　　　　――――

 

 

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、「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。

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－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３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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）

――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当第３四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。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当第３四半期連結会計期間から「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

6,067,290千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当第３四半期連結会計期間における四半期貸借

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。

（投資事業組合に対する支配力基準及び影響力

基準の適用に関する実務対応報告）

　当第３四半期連結会計期間から「投資事業組

合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に

関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会

　平成18年９月８日　実務対応報告第20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、当第３四半期連結会計期

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

166,039千円増加し、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。

――――

 

 

 

 

 

 

 

 

――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――
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表示方法の変更

当第３四半期連結会計期間
自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日

前第３四半期連結会計期間
自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日

（四半期連結貸借対照表）

　「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、前第３

四半期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（前第３四半期連結会計期間74,100

千円）を、当第３四半期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92,700千円増加しております。

（四半期連結貸借対照表）

　「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、前第

３四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３四半期連結会計期間407,075千円）を当第３四半

期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116,359千円増加して

おります。

―――― （四半期連結損益計算書）

　「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、前第３四半期連結会計期間は営業外収

益の「その他」に506千円含まれております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　「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、前第３

四半期連結会計期間まで投資活動によるキャッシュ・フローの「出資

金の取得による支出」及び「出資金の譲渡・売却等による収入」に含

めて表示しておりました有限会社に対する出資金の取得及び譲渡・売

却等を、当第３四半期連結会計期間よりそれぞれ「投資有価証券の取

得による支出」及び「投資有価証券の出資返還による収入」として表

示しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間の「投資有価証券の取得による支

出」に含めた有限会社に対する出資持分の取得額は45,000千円であり、

「投資有価証券の出資返還による収入」に含めた有限会社に対する出

資持分の売却・出資返還は42,000千円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第３四半期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

第３四半期連結会計期間△7,287千円）は、金額的重要性が増したため、

当第３四半期連結会計期間より区分掲記しております。

　前第３四半期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」（前第３四半期連結会計期間△28,462千円）は、金額

的重要性が増したため、当第３四半期連結会計期間より区分掲記して

おります。

追加情報

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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、

当第３四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。

　この結果、販売費及び一般管理費が13,797千

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四半期純利益及び税金等調

整前四半期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、

当連結会計年度より「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当期純利益及び税金等調整

前当期純利益が同額減少しております。
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年９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

      69,126千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

51,393千円

※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 1,300,000千円

貸出実行残高 ―千円

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

　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

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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      116,175千円

給与手当      753,842千円

賞与      157,590千円

賞与引当金繰入額      120,000千円

顧問料       50,266千円

地代家賃      126,749千円

役員報酬 114,789千円

給与手当 584,861千円

賞与 88,010千円

賞与引当金繰入額 120,000千円

顧問料 40,936千円

地代家賃 100,048千円

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　固定資産売却益の内容 ※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      289千円 工具器具及び備品 1,857千円 工具器具及び備品    2,015千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

　当第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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

（株）

当第３四半期連結会計期

間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計期

間減少株式数（株）

当第３四半期連結会計期

間末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注） 118,679.85 2,700 ― 121,379.85

合計 118,679.85 2,700 ― 121,379.85

自己株式

普通株式 8.85 ― ― 8.85

合計 8.85 ― ― 8.85

 　（注）普通株式の発行済株式の増加2,700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） 
当第３四半期

連結会計期間

末残高

（千円）

前連結会計年

度末

当第３四半期

連結会計期間

増加

当第３四半期

連結会計期間

減少

当第３四半期

連結会計期間

末

提出会社

第１回新株予約権（注２） 普通株式 10,476 ― 1,323 9,153 1,749

第２回新株予約権（注２） 普通株式 324 ― 270 54 10

第３回新株予約権（注１） 普通株式 4,131 ― 1,134 2,997 572

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（注３） 普通株式 2,310 ― 555 1,755 ―

第８回新株予約権（注４） 普通株式 ― 1,290 ― 1,290 ―

第９回新株予約権（注４） 普通株式 ― 1,100 ― 1,100 ―

合計 ― 26,388 2,390 3,282 25,496 2,332

 　（注）１　当第３四半期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　当第３四半期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　当第３四半期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　当第３四半期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株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年３月30日

定時株主総会
普通株式 118,671 1,000 平成17年12月31日 平成18年３月31日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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    2,114,614千円

現金及び現金同等物    2,114,614千円

現金及び預金 3,017,148千円

現金及び現金同等物 3,017,148千円

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

（リース取引関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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）

１．時価のある有価証券

区分

当第３四半期連結会計期間

（平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間

（平成17年９月30日）

前連結会計年度

（平成17年12月31日）

取得原価

（千円）

 四半期

連結貸借

対照表計

上額

 (千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

 四半期

連結貸借

対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

連結貸借

対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

その他有価証券

債券 189,700 197,980 8,280 ― ― ― ― ― ―

合計 189,700 197,980 8,280 ― ― ― ― ― ―

 　　２．時価評価されていない主な有価証券

区分

当第３四半期連結会計期間

（平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間

（平成17年９月30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）

その他有価証券

非上場株式 204,376 ― ―

非上場外国証券 815,986 174,114 167,127

信託受益権 1,213,762 265,255 532,280

匿名組合出資 803,204 116,359 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
44,040 505,000 1,528,024

合計 3,081,370 1,060,730 2,315,459

－ 20 －



（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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。

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年９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・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

１　ストック・オプションの内容及び規模

当第３四半期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

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 (注)１ 普通株式　1,290株

付与日 平成18年３月１日

権利確定条件 (注)２ 権利確定条件は付されておりません。

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、四半期連結財務諸表への影響はありませ

ん。

 第９回新株予約権

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 (注)１ 普通株式　1,100株

付与日 平成18年４月28日

権利確定条件 (注)２ 権利確定条件は付されておりません。

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31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、四半期連結財務諸表への影響はありませ

ん。

２　四半期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、四半期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）

１　事業の種類別セグメント情報

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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）

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 1,410,693 3,018,283 4,428,976 ― 4,428,976

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 1,410,693 3,018,283 4,428,976 ― 4,428,976

営業費用 1,072,602 592,578 1,665,181 244,053 1,909,234

営業利益 338,090 2,425,705 2,763,795 (244,053) 2,519,741

　（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　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244,053千円であり、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３四半期連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年９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）

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 1,405,931 1,884,754 3,290,685 ― 3,290,685

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 1,405,931 1,884,754 3,290,685 ― 3,290,685

営業費用 856,937 539,477 1,396,414 164,633 1,561,047

営業利益 548,993 1,345,277 1,894,271 (164,633) 1,729,637

　（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164,633千円であり、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138,526千円増加し、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27,512千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　当連結会計年度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。

２　所在地別セグメント情報

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９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。

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年９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。

３　海外売上高

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30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３四半期連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年９月30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。

－ 23 －



（１株当たり情報）

項目

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９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       49,989円62銭 36,702円16銭       39,077円31銭

１株当たり四半期（当期）純

利益
     12,310円55銭 8,073円58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
     10,511円97銭 6,787円18銭       8,787円49銭

　（注）１　１株当たり四半期純資産額の算定上の基礎

当第３四半期連結会計期間

自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日

前第３四半期連結会計期間

自　平成17年１月１日

至　平成17年９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

純資産の部の合計額        6,132,653千円 ― ―

純資産の部の合計額から控除する金額        65,362千円 ― ―

　（うち新株予約権）        (2,332千円) (―) (―)

　（うち少数株主持分）        (63,029千円) (―) (―)

普通株式に係る四半期末（期末）の純

資産額
      6,067,290千円 ― ―

四半期末（期末）の普通株式の数        121,371株 ― ―

　　　　２　１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎

当第３四半期連結会計期間

自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日

前第３四半期連結会計期間

自　平成17年１月１日

至　平成17年９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

四半期（当期）純利益        1,479,141千円 941,890千円        1,222,429千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る四半期（当期）純利益        1,479,141千円 941,890千円        1,222,429千円

普通株式の期中平均株式数        120,152株 116,663株       117,160株

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

新株予約権　　　20,558株 新株予約権　　　22,112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株当たり四半期（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　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

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
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（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９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）

（多額な資金の借入）

　平成18年３月30日開催の取締役会決議に基づ

き、平成18年10月12日に総額20億円のコミット

メントライン契約を締結いたしました。当コ

ミットメントライン契約に基づき、下記の借入

を実行しております。

　その概要は以下の通りであります。

１　借入先　　株式会社三井住友銀行

２　借入金額　1,000,000千円

３　利率　　　年率1.370％

４　返済条件　返済期日において元本を一括し

て支払う。

５　借入日　　平成18年10月27日

６　返済期日　平成18年11月27日

７　資金使途　運転資金

 

平成18年10月27日開催の取締役会において当

座貸越の実行に関する決議を行い、下記の借

入を実行しております。

その概要は以下の通りであります。

１　借入先　　株式会社みずほ銀行

２　借入金額　300,000千円

３　利率　　　年率1.100％

４　返済条件　返済期日において元本を一括し

て支払う。

５　借入日　　平成18年10月27日

６　返済期日　平成18年11月27日

７　資金使途　運転資金

　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３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成18年11月９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/）  

代表社名　　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

（内容）当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。

　　　　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」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３四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日～平成18年９月30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３四半期 1,944 15.7 170 14.4 1,236 98.5 1,153 108.9

17年12月期第３四半期 1,680 0.0 148 △11.2 623 404.3 552 784.9

（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３四半期 9,599 53 8,197 3

17年12月期第３四半期 4,733 64 3,979 40

（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 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３四半期 4,781 4,214 88.1 34,706 70

17年12月期第３四半期 3,374 3,080 91.3 25,974 83

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

 百万円 百万円 百万円

通期 3,000 1,500 1,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　10,710円96銭

　　　　１株当たり予想当期純利益は、平成18年９月末日の発行済株式数121,371株により算出しております。

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年12月期 － － － 1,000 － 1,000

18年12月期（実績） － － ― ― －
1,000

18年12月期（予想） ― ― － 1,000 －

※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３四半期会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前第３四半期会計期間末
（平成17年９月30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 482,527 657,725 452,135

２　売掛金 37,000 174,754 128,890

３　短期貸付金 4,081 367,950 ―

４　未収入金 124,726 149,869 149,113

５　繰延税金資産 65,527 66,028 22,716

６　その他 179,499 79,521 93,181

流動資産合計 893,362 18.7 1,495,850 44.3 846,038 21.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 ※１ 42,302 48,458 46,595

(2）工具器具及び備品 ※１ 32,757 38,288 38,805

有形固定資産合計 75,060 1.6 86,747 2.6 85,401 2.1

２　無形固定資産 9,751 0.2 4,312 0.1 9,551 0.2

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,693,360 954,414 2,212,469

(2）関係会社株式 614,897 490,197 490,197

(3）その他の関係会社有
価証券

1,178,630 ― ―

(4）敷金及び保証金 217,988 221,410 215,410

(5）その他 98,416 121,716 131,966

投資その他の資産合計 3,803,293 79.5 1,787,739 53.0 3,050,043 76.5

固定資産合計 3,888,105 81.3 1,878,798 55.7 3,144,996 78.8

資産合計 4,781,467 100.0 3,374,648 100.0 3,991,034 100.0
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当第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前第３四半期会計期間末
（平成17年９月30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 93,599 119,963 91,275

２　未払法人税等 28,726 28,359 26,459

３　前受金 233,506 ― 675,758

４　賞与引当金 120,000 120,000 25,000

５　その他 83,888 23,867 47,085

流動負債合計 559,721 11.7 292,190 8.6 865,579 21.7

Ⅱ　固定負債

１　繰延税金負債 7,026 2,103 4,036

固定負債合計 7,026 0.2 2,103 0.1 4,036 0.1

負債合計 566,747 11.9 294,293 8.7 869,616 21.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ― ― 1,172,412 34.8 1,173,200 29.3

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 ― 1,140,919 1,141,691

資本剰余金合計 ― ― 1,140,919 33.8 1,141,691 28.6

Ⅲ　利益剰余金

１　四半期（当期）未処分
利益

― 768,856 805,624

利益剰余金合計 ― ― 768,856 22.8 805,624 20.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

― ― 3,628 0.1 6,363 0.2

Ⅴ　自己株式 ― ― △5,461 △0.2 △5,461 △0.1

資本合計 ― ― 3,080,355 91.3 3,121,418 78.2

負債及び資本合計 ― ― 3,374,648 100.0 3,991,034 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

　１　資本金 1,199,465 25.1 ― ― ― ―

　２　資本剰余金       

  　(1) 資本準備金 1,167,441   ―   ―   

 　　資本剰余金合計 1,167,441 24.4 ― ― ― ―

　３　利益剰余金       

　　(1) その他利益剰余金       

　　　　繰越利益剰余金 1,840,359   ―   ―   

  　　資本剰余金合計  1,840,359 38.5  ― ―  ― ―

　４　自己株式 △5,461 △0.1 ― ― ― ―

　 株主資本合計 4,201,805 87.9 ― ― ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等       

　１　その他有価証券評価差
額金

10,582 0.2 ― ― ― ―

　　評価・換算差額等合計 10,582 0.2 ― ― ― ―

Ⅲ　新株予約権 2,332 0.0 ― ― ― ―

　　　純資産合計 4,214,719 88.1 ― ― ― ―

　　　負債純資産合計 4,781,467 100.0 ― ― ― ―
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(2）四半期損益計算書

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30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 1,944,188 100.0 1,680,194 100.0 2,348,624 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,774,081 91.3 1,531,529 91.2 2,133,309 90.8

営業利益 170,106 8.7 148,664 8.8 215,315 9.2

Ⅲ　営業外収益 ※２ 1,066,819 54.9 480,745 28.6 482,482 20.5

Ⅳ　営業外費用 ※３ 193 0.0 6,289 0.4 6,613 0.3

経常利益 1,236,732 63.6 623,120 37.1 691,184 29.4

Ⅴ　特別利益 ※４ ― ― 159 0.0 159 0.0

Ⅵ　特別損失 ※５ 289 0.0 2,427 0.1 2,585 0.1

税引前四半期（当期）
純利益

1,236,442 63.6 620,852 37.0 688,758 29.3

法人税、住民税及び事
業税

125,777 116,937 104,692

法人税等調整額 △42,740 83,036 4.3 △48,326 68,611 4.1 △4,943 99,749 4.2

四半期（当期）純利益 1,153,405 59.3 552,241 32.9 589,009 25.1

前期繰越利益 ― 216,615 216,615

四半期（当期）未処分
利益

― 768,856 805,624
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(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年９月30日）

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
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成17年12月31日残高（千円） 1,173,200 1,141,691 1,141,691 805,624 805,624 △5,461 3,115,054

当第３四半期会計期間中の変動

額

新株の発行 26,265 25,749 25,749 ― ― ― 52,015

剰余金の配当 ― ― ― △118,671 △118,671 ― △118,671

四半期純利益 ― ― ― 1,153,405 1,153,405 ― 1,153,405

株主資本以外の項目の当第

３四半期会計期間中の変動

額（純額）

― ― ― ― ― ― ―

当第３四半期会計期間中の変動

額合計（千円）
26,265 25,749 25,749 1,034,734 1,034,734 ― 1,086,750

平成18年９月30日残高（千円） 1,199,465 1,167,441 1,167,441 1,840,359 1,840,359 △5,461 4,201,805

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（千円） 6,363 6,363 2,850 3,124,269

当第３四半期会計期間中の変動

額

新株の発行 ― ― ― 52,015

剰余金の配当 ― ― ― △118,671

当期純利益 ― ― ― 1,153,405

株主資本以外の項目の当第３

四半期会計期間中の変動額

（純額）

4,218 4,218 △518 3,700

当第３四半期会計期間中の変動

額合計（千円）
4,218 4,218 △518 1,090,450

平成18年９月30日残高（千円） 10,582 10,582 2,332 4,214,719
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(4）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３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30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）子会社株式及び関連会社株式

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

部純資産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　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、工具器具及び備品４～８年で

あります。

(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

(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３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30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

税抜方式により処理しておりま

す。

　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。
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会計処理の変更

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30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３四半期会計期間から「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。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当第３四半期会計期間から「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

4,212,387千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

第３四半期会計期間における四半期貸借対照表

の純資産の部については、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

　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、当第３四半期会計期間よ

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

37,686千円増加し、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。

 

――――

 

 

  

 

 

 

 

 

――――

表示方法の変更

当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

（四半期貸借対照表）

　「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、前第３

四半期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

た有限会社に出資持分（前第３四半期会計期間74,100千円）を、当第

３四半期会計期間より投資その他の資産の「関係会社株式」として表

示しております。

　この変更により、関係会社株式は92,700千円増加しております。

――――
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追加情報

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（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、

当第３四半期会計期間より「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6,840千

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、

当事業年度より「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8,847千

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益が同額減少しております。
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間末
（平成17年９月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      69,126千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

51,393千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

55,160千円

　２　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。

　２　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。

　２　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 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

　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

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30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       16,768千円

無形固定資産    1,936千円

有形固定資産 12,545千円

無形固定資産 634千円

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    224千円

受取配当金    1,065,000千円

為替差益    684千円

受取利息 447千円

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

新株発行費      193千円 支払利息 375千円

新株発行費 4,367千円

為替差損 1,547千円

支払利息      375千円

新株発行費     4,589千円

為替差損       1,648千円

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

固定資産売却益 159千円 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      289千円 固定資産除却損 1,857千円

関係会社出資金売却損 569千円

固定資産除却損    2,015千円

関係会社出資金売却損    569千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

 　当第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

 　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数

（株）

当第３四半期会計期間

増加株式数（株）

当第３四半期会計期間

減少株式数（株）

当第３四半期会計期間

末株式数（株）

普通株式 8.85 ― ― 8.85

合計 8.85 ― ― 8.85
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（リース取引関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30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３四半期会計期間末（平成18年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前第３四半期会計期間末（平成17年９月30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３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30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       34,706円70銭 25,974円83銭       26,303円13銭

１株当たり四半期（当期）純

利益
     9,599円53銭 4,733円64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
     8,197円03銭 3,979円40銭      4,234円12銭

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎

当第３四半期会計期間

自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日

前第３四半期会計期間

自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日

前事業年度

自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日

 純資産の部の合計額 4,214,719千円 ― ―

 純資産の合計額から控除する金額 2,332千円 ― ―

 　（うち新株予約権） (2,332千円) (―) (―)

 普通株式に係る四半期末（期末）の純資産

額
4,212,387千円 ― ―

 四半期末（期末）の普通株式の数 121,371株 ― ―

 

　　　　２　１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎

当第３四半期会計期間

自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日

前第３四半期会計期間

自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日

前事業年度

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        1,153,405千円 552,241千円       589,009千円

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        1,153,405千円 552,241千円      589,009千円

普通株式の期中平均株式数        120,152株 116,663株       117,160株

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

新株予約権　　20,558株 新株予約権　　22,112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株当たり四半期（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　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

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
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（重要な後発事象）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

（多額な資金の借入）

　平成18年３月30日開催の取締役会決議に基づ

き、平成18年10月12日に総額20億円のコミット

メントライン契約を締結いたしました。当コ

ミットメントライン契約に基づき、下記の借入

を実行しております。

　その概要は以下のとおりであります。

１　借入先　　株式会社三井住友銀行

２　借入金額　1,000,000千円

３　利率　　　年率1.370％

４　返済条件　返済期日において元本を一括し

て支払う。

５　借入日　　平成18年10月27日

６　返済期日　平成18年11月27日

７　資金使途　運転資金

 

平成18年10月27日開催の取締役会において当

座貸越の実行に関する決議を行い、下記の借入

を実行しております。

その概要は以下の通りであります。

１　借入先　　株式会社みずほ銀行

２　借入金額　300,000千円

３　利率　　　年率1.100％

４　返済条件　返済期日において元本を一括し

て支払う。

５　借入日　　平成18年10月27日

６　返済期日　平成18年11月27日

７　資金使途　運転資金

　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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