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１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 15,393 77.1 5,918 107.1 4,529 81.9

17年12月期 8,690 94.5 2,857 125.5 2,489 129.0

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 2,632 88.6 21,200 56 17,978 15 19.8 8.2 29.4

17年12月期 1,395 129.1 13,223 26 10,740 00 20.5 11.7 28.6

（注）①期中平均株式数 18年12月期 124,180株 17年12月期 105,542株

②会計処理の方法の変更 有

 1. 事業区分の方法の変更

 2. 不動産及び債権に係る取得関連費用の計上方法の変更

詳細につきましては、添付資料の16ページ「財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご参照くださ

い。 

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）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12月期 80,590 18,889 23.4 141,141 74

17年12月期 30,608 7,694 25.1 69,531 21

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 133,830株 17年12月期 110,660株

②期末自己株式数 18年12月期 3株 17年12月期 1株

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19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

中間期 10,656 1,992 1,143

通期 24,821 7,224 4,166

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　31,129円02銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年12月期 － － － 2,000 － 2,000 267 9.4 1.4

17年12月期 － － － 1,500 － 1,500 165 11.3 2.2

19年12月期（予想） － － － 2,000 － 2,000    

（注）17年12月期期末配当金の内訳　普通配当　1,200円　東証一部上場記念配当　300円

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。上記予想に関する事項につきましては、決算短信（連結）添付資料の

9ページをご参照ください。
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７．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 5,765 7,110  

２．売掛金 657 840  

３．販売用不動産 ※１ 6,680 15,249  

４．不動産事業支出金 ※１ 406 195  

５．未成業務支出金 4 －  

６．貯蔵品 0 0  

７．買取債権 ※１ 7,586 35,074  

８．前払費用 67 98  

９．繰延税金資産 72 151  

10．短期貸付金  268 1,630  

11．その他 367 840  

貸倒引当金 △13 △35  

流動資産合計 21,863 71.4 61,157 75.9 39,294

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 ※１ 370 2,329  

減価償却累計額 37 332 85 2,243  

(2）工具、器具及び備品 402 471  

減価償却累計額 40 362 59 411  

(3）土地 ※１ 1,261 3,906  

有形固定資産合計 1,956 6.4 6,561 8.1 4,605

２．無形固定資産  

(1）ソフトウェア 3 2  

(2）その他 － 83  

無形固定資産合計 3 0.0 85 0.1 82
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 4,472 8,801  

(2）関係会社株式  1,315 1,683  

(3）出資金 147 177  

(4）関係会社出資金 15 －  

(5）長期貸付金 465 1,307  

(6）関係会社長期貸付
金 

－ 94  

(7）長期前払費用 － 15  

(8）長期前払消費税等 40 83  

(9）長期差入保証金 327 355  

(10)繰延税金資産 － 267  

(11)その他 2 0  

投資その他の資産合計 6,785 22.2 12,786 15.9 6,000

固定資産合計 8,745 28.6 19,433 24.1 10,688

資産合計 30,608 100.0 80,590 100.0 49,982

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 6 －  

２．短期借入金 ※１ 5,279 21,137  

３．１年以内返済長期借入
金

※１ 1,371 7,449  

４．１年以内償還予定社債 630 680  

５．未払金 429 338  

６．未払費用 42 140  

７．未払法人税等 836 1,804  

８．前受金 308 89  

９．未払消費税等 － 11  

10．預り金 649 545  

11．その他 159 729  

流動負債合計 9,715 31.8 32,925 40.9 23,210
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

Ⅱ　固定負債  

１．社債 6,680 5,530  

２．長期借入金 ※１ 6,335 22,626  

３．長期預り保証金  121 309  

４．匿名組合出資預り金  － 310  

５．繰延税金負債 62 －  

固定負債合計 13,199 43.1 28,776 35.7 15,577

負債合計 22,914 74.9 61,701 76.6 38,787

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 2,471 8.1 － －  

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 2,608 －  

資本剰余金合計 2,608 8.5 － －  

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 9 －  

２．当期未処分利益 2,507 －  

利益剰余金合計 2,516 8.2 － －  

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

97 0.3 － －  

Ⅴ　自己株式  ※３ △0 0.0 － －  

資本合計 7,694 25.1 － －  

負債・資本合計 30,608 100.0 － －  
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  6,852 8.5  

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   6,990    

資本剰余金合計   － －  6,990 8.7  

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   9    

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   4,974    

利益剰余金合計   － －  4,983 6.2  

４．自己株式   － －  △1 △0.0  

株主資本合計   － －  18,824 23.3  

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  64 0.1  

評価・換算差額等合計   － －  64 0.1  

純資産合計   － －  18,889 23.4  

負債純資産合計   － －  80,590 100.0  
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ　売上高  

１．デューデリジェンス事
業売上高

430   

２．アセットマネジメント
事業売上高

945   

３．不動産投資事業売上高 5,532   

４．不動産関連サービス事
業売上高

908   

５．コーポレート関連サー
ビス事業売上高

872 8,690 100.0     

Ⅰ　売上高        

１．プリンシパル投資事業
売上高 

   11,047    

２．ファンド事業売上高    2,815    

３．インベストメントバン
キング事業売上高 

   1,531 15,393 100.0  

Ⅱ　売上原価  

１．デューデリジェンス事
業売上原価

140   

２．アセットマネジメント
事業売上原価

83   

３．不動産投資事業売上原
価

3,932   

４．不動産関連サービス事
業売上原価

81   

５．コーポレート関連サー
ビス事業売上原価

144 4,383 50.4     

Ⅱ　売上原価        

１．プリンシパル投資事業
売上原価

   7,129    

２．ファンド事業売上原
価  

   166    

３．インベストメントバン
キング事業売上原価  

   22 7,318 47.5  

売上総利益 4,306 49.6 8,075 52.5 3,768

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,449 16.7 2,156 14.1 706

営業利益 2,857 32.9 5,918 38.4 3,061
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 6 7  

２．受取配当金 0 2  

３．賃貸収益 ※２ 21 16  

４．業務受託収入  － 13  

５．雑収入 1 29 0.3 8 47 0.3 17

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 220 926  

２．融資手数料 37 436  

３．賃貸費用 19 18  

４．市場変更費用 34 －  

５．株式交付費 － 43  

６．社債発行費 80 －  

７．雑損失 5 397 4.6 12 1,437 9.3 1,040

経常利益 2,489 28.6 4,529 29.4 2,039

Ⅵ　特別損失  

１．社屋移転費用  88   －    

２．固定資産除却損  － 88 1.0 0 0 0.0 △88

匿名組合損益分配前税
引前当期純利益

2,401 27.6 4,529 29.4 2,127

匿名組合損益分配額 － － 20 0.1  

税引前当期純利益 2,401 27.6 4,508 29.3 2,107

法人税、住民税及び事
業税

1,045 2,262  

法人税等調整額 △39 1,005 11.5 △386 1,875 12.2 869

当期純利益 1,395 16.1 2,632 17.1 1,237

前期繰越利益 1,111 －  

当期未処分利益 2,507 －  
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売上原価明細書

(1）デューデリジェンス事業売上原価

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

外注費 44 31.7 － － －

人件費 64 45.9 － － －

経費 31 22.4 － － －

合計 140 100.0 － － －

(2）アセットマネジメント事業売上原価

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

人件費 4 4.9 － － －

経費 79 95.1 － － －

合計 83 100.0 － － －
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(3）不動産投資事業売上原価

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

土地・建物取得費 3,227 82.1 － － －

工事費 543 13.8 － － －

経費 161 4.1 － － －

合計 3,932 100.0 － － －

(4）不動産関連サービス事業売上原価

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

外注費 21 25.7 － － －

人件費 40 50.0 － － －

経費 19 24.3 － － －

合計 81 100.0 － － －

(5）コーポレート関連サービス事業売上原価

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

人件費 18 13.0 － － －

経費 125 87.0 － － －

合計 144 100.0 － － －
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 　　(1）プリンシパル投資事業売上原価

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

不動産販売原価 － － 6,627 93.0 －

業務委託費 － － 251 3.5 －

その他の経費 － － 251 3.5 －

合計 － － 7,129 100.0 －

 

 　　(2）ファンド事業売上原価

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

労務費 － － 111 66.9 －

その他の経費 － － 55 33.1 －

合計 － － 166 100.0 －

 

 　　(3）インベストメントバンキング事業売上原価

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

労務費 － － 4 18.5 －

その他の経費 － － 18 81.5 －

合計 － － 22 100.0 －
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
（株主総会承認日
平成18年３月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,507

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 165 165

Ⅲ　次期繰越利益 2,341
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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 利益準備金

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
（百万円）

2,471 2,608 9 2,507 2,516 △0 7,596

事業年度中の変動額

新株の発行 4,381 4,381 － － － － 8,762

剰余金の配当 － － － △165 △165 － △165

当期純利益 － － － 2,632 2,632 － 2,632

自己株式の取得 － － － － － △1 △1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

4,381 4,381 － 2,466 2,466 △1 11,228

平成18年12月31日　残高
（百万円）

6,852 6,990 9 4,974 4,983 △1 18,824

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成17年12月31日　残高
（百万円）

97 7,694

事業年度中の変動額

新株の発行 － 8,762

剰余金の配当 － △165

当期純利益 － 2,632

自己株式の取得 － △1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△33 △33

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△33 11,194

平成18年12月31日　残高
（百万円）

64 18,889
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式、子会社出資金及び関係会

社株式

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。ただし匿名組合出資金は個

別法によっており、詳細は「７．２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

時価のあるもの

　決算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、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用不動産、不動産事業支出金及び

未成業務支出金

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

(1）販売用不動産、不動産事業支出金及び

未成業務支出金

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

(2）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、建物については定額法を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　　　３年～30年

工具、器具及び備品　　３年～８年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（３年）

に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

－

(1）株式交付費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

(2）社債発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

(2）社債発行費

－
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項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

５．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、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。

貸倒引当金

同左

６．ヘッジ会計の方法 １．ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。

１．ヘッジ会計の方法

　同左

２．ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) 　　(ヘッジ対象)

金利スワップ　 　　 借入金

 

２．ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

３．ヘッジ方針

　金利の市場変動によるリスクを回避す

るためにデリバティブ取引を利用してお

り、投機目的のものはありません。

３．ヘッジ方針

同左

４．ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、かつヘッジ開始

時及びその後も継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、

ヘッジ有効性の判定は省略しております。

４．ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

１．消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ており、資産に係る控除対象外消費税等

は長期前払消費税等に計上し、５年間で

均等償却を行っております。

（追加情報）

　従来、資産に係る控除対象外消費税等

は発生していませんでしたが、当事業年

度中に控除対象外消費税等が新たに発生

したことから上記会計処理を採用するこ

ととしました。

１．消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ており、資産に係る控除対象外消費税等

は長期前払消費税等に計上し、５年間で

均等償却を行っております。

－ 14 －



項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

２．匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合への出資に際しては、匿名組

合財産の持分割合相当額を「投資有価証

券」に計上しております。

　匿名組合から分配された損益について

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、営業者か

らの出資金の払戻しについては「投資有

価証券」を減額させております。

　ただし、買取債権等の特定の財産への

投資に係る匿名組合出資金のうち、当社

または当社及び関係会社の匿名組合に対

する出資比率が50％超の場合には、匿名

組合財産のうち当社の持分割合に相当す

る部分を、出資者である当社の資産及び

負債として貸借対照表に計上し、損益計

算書についても同様に処理しております。

（追加情報）

　従来、上記処理は営業者である一つの

有限会社に複数の異なる出資比率の匿名

組合が組成されることが予定されている

ものに限定しておりましたが、当事業年

度において一営業者に対し一匿名組合の

場合においても上記出資比率の条件を満

たすものが新たに組成されました。この

場合についても同様の処理によっており

ます。

　また従来、当社または当社及び関係会

社の匿名組合に対する出資比率が50％超

の匿名組合としては、買取債権等の特定

の財産への投資を対象とする匿名組合の

みが組成されておりましたが、当事業年

度において事業再生投資を目的とする匿

名組合で当社または当社及び関係会社の

匿名組合に対する出資比率が50％超の匿

名組合が組成されました。この場合につ

いては、事業再生投資の成果を財務諸表

に適切に反映させるために、上記ただし

書きの会計処理を採用せず、原則的な会

計処理方法によることとしております。

２．匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合への出資に際しては、匿名組

合財産の持分割合相当額を「投資有価証

券」に計上しております。

　匿名組合から分配された損益について

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、営業者か

らの出資金の払戻しについては「投資有

価証券」を減額させております。

　ただし、買取債権等の特定の財産への

投資に係る匿名組合出資金のうち、当社

または当社及び関係会社の匿名組合に対

する出資比率が50％超の場合には、匿名

組合財産のうち当社の持分割合に相当す

る部分を、出資者である当社の資産及び

負債として貸借対照表に計上し、損益計

算書についても同様に処理しております。

　また、事業再生投資を目的とする匿名

組合で当社または当社及び関係会社の匿

名組合に対する出資比率が50％超の場合

については、事業再生投資の成果を財務

諸表に適切に反映させるために、上記の

会計処理を採用せず、原則的な会計処理

方法によることとしております。
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ──────  1.固定資産の減損に係る会計基準

  当事業年度より、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係る意見書」（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」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

  これによる当事業年度の損益に与える影響はありませ

ん。

  2.貸借対照表の純資産の表示に関する会計基準

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の表示に関す

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表示に関する会計基準

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18,889百万円で

あります。

  なお、財務諸表規則の改正により当事業年度における

貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

規則により作成しております。

   3.不動産及び債権に係る取得関連費用の計上方法の変更

  不動産及び債権に係る取得関連費用については、従来、

取得時に費用計上しておりましたが、不動産・債権への

投資機会及び投資金額の大幅な拡大に伴い、投資案件に

係る収益・費用を的確に捉え、より適正な期間損益を財

務諸表に反映させる必要が高まってきたことから、当事

業年度より不動産及び債権の取得価額へ計上する会計処

理に変更しております。

  この変更により、当事業年度においては、従来の方法

によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益が177百万円、当期純利益が105百万円増加して

おります。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

──────  （貸借対照表）

  前事業年度まで、旧有限会社法に規定する有限会社に対

する出資持分は、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しておりましたが、会社法及び会社法の施行に伴う関

連法律の整備等に関する法律第２条第２項により、その持

分が有価証券（株式）とみなされることとなったため、当

事業年度より投資その他の資産の「関係会社株式」に含め

て表示しております。なお、当事業年度末の「関係会社株

式」に含めた有限会社に対する持分は、21百万円でありま

す。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（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

表示方法）

　「地方税法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、当事業年度から「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方法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）に基づき、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27,114千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が27,114千円減

少しております。

 ──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12月31日現在）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産     4,708百万円

不動産事業支出金 329

建物 258

土地 1,261

　計     6,558百万円

販売用不動産      12,450百万円

不動産事業支出金 42

買取債権 27.327

建物 1,718

土地 1,770

　計      43,310百万円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 3,855百万円

１年以内返済長期借入金 127

長期借入金 2,071

　計 6,053百万円

短期借入金      17,188百万円

１年以内返済長期借入金 1,272

長期借入金 9,325

　計  27,786百万円

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　　　　　　　　　　──

授権株式数　　　普通株式 　  360,800株

発行済株式総数　普通株式 　 110,661.39株

 　  

※３　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式1.39株

であります。

※３　　　　　　　　　　──

 

　４　配当制限

商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額　

97百万円

　４　　　　　　　　　　──

 

　５　偶発債務

債務保証　

次の当社が出資する不動産投資ファンドについて、

金融機関等からの借入に対し債務保証を行ってお

ります。

保証先 金額（百万円） 内容

アゼリアオーワン

特定目的会社 
682  借入債務

㈲港オーワン 310  借入債務

計 993  －

　５　偶発債務

債務保証　

次の当社が出資する不動産投資ファンドについて、

金融機関等からの借入に対し債務保証を行ってお

ります。

保証先 金額（百万円） 内容

アゼリアオーワン

特定目的会社 
56  借入債務

㈲渋谷オーツー 132  借入債務

計 188  －
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は41％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は59％であり

ます。

販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

役員報酬 123百万円

給与手当 317

賞与 70

法定福利費 57

支払手数料 59

支払報酬顧問料 44

地代家賃 85

貸倒引当金繰入額 6

租税公課 342

減価償却費 20

旅費交通費 56

採用教育費 60

業務委託費 37

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は57％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は43％であり

ます。

販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

役員報酬        113百万円

給与手当 370

賞与 111

法定福利費 56

支払手数料 84

支払報酬顧問料 63

地代家賃 133

貸倒引当金繰入額 22

租税公課 271

減価償却費 35

旅費交通費 84

採用教育費 81

業務委託費 434

※２　関係会社項目

関係会社との間の取引には次のものがあります。

　賃貸収益 　　   21百万円

※２　関係会社項目

関係会社との間の取引には次のものがあります。

　賃貸収益 　　     16百万円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年1月1日　至平成18年12月31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）

当事業年度増加株式
数

（株）

当事業年度減少株式
数

（株）

当事業年度末株式数
（株）

自己株式

普通株式 1.39 1.74 － 3.13

合計 1.39 1.74 － 3.13

 （注）変動自由の概要

　　　 当事業年度における増加は、新株予約権付社債の転換に伴う端株の買取分であります。
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①　リース取引

 　　　 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

　前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても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。

③　税効果会計

前事業年度
（平成17年12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12月31日現在）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 64百万円

出資金評価損否認 4百万円

その他 8百万円

繰延税金資産合計 76百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 67百万円

繰延税金負債合計 67百万円

 繰延税金資産の純額 9百万円

繰延税金資産

匿名組合分配損益益金算入   168百万円

未払事業税 140百万円

匿名組合出資金評価損否認 135百万円

その他  20百万円

繰延税金資産合計  464百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金     44百万円

繰延税金負債合計   44百万円

 繰延税金資産の純額 419百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため

注記を省略しております。

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため

注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 69,531円21銭

１株当たり当期純利益 13,223円26銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
10,740円00銭

１株当たり純資産額       141,141円74銭

１株当たり当期純利益       21,200円56銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
17,978円15銭

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

前事業年度
（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 1,395 2,632

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ －

普通株式に係る

当期純利益（百万円）
1,395 2,632

普通株式の

期中平均株式数（株）
105,542 124,180

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 24,403 22,258

（うち新株予約権） (15,570) (11,029)

（うち新株予約権付社債） (8,833) (11,229)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

新株予約権１種類

 新株予約権の目的となる株式の総数

 386株

新株予約権１種類

 新株予約権の目的となる株式の総数

 452株
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

１．ストックオプションとして新株予約権を発行する件

　当社は、平成18年2月13日付の取締役会において、平成

18年3月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、当社な

らびに当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、従業

員及び入社内定者に対し、商法第280条ノ20及び第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しております。

　

 １．株式の分割に関する件

　当社は、平成19年2月9日付の臨時取締役会において、株

式の分割を実施することを決議しております。

 （1） 株式分割の目的

 　　当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図るため。

 （2） 株式分割の概要

① 分割の方法

  平成19年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載または記録された株主の所有普通株式数を、1株に

つき2株の割合をもって分割する。

 ２.シンジケートローンによる長期資金調達の件

　当社は平成18年３月20日付で、株式会社りそな銀行をア

レンジャーとして、下記のとおりシンジケート方式による

タームローン契約を締結しております。

 

シンジケートローンの概要

 (1) 契約金額　　　　31億円

 (2) 契約締結日　　　平成18年３月20日

 (3) 借入実行日　　　平成18年３月24日 

 (4) 借入期間　　　　５年間 

 (5) 借入形態　　　　タームローン

 (6) 資金使途　　　　長期事業資金 

 (7) アレンジャー　　株式会社りそな銀行

 (8) エージェント　　株式会社りそな銀行

 (9) 参加金融機関　　株式会社りそな銀行

株式会社大東銀行

株式会社第四銀行

株式会社佐賀共栄銀行

株式会社伊予銀行

株式会社愛知銀行

株式会社中京銀行

株式会社愛媛銀行

株式会社岐阜銀行

株式会社西京銀行

 (10) 担保　　　　　 なし

シンジケートローンによる資金調達

  今般のシンジケートローンは、不動産共同投資や地域企

業再生支援ファンドの展開に欠かせない中長期の資金需要

を支えるとともに、全国の地域金融機関とのリレーション

シップを更に拡大強化することを目的としております。

② 発行可能株式総数の増加

  平成19年4月1日付をもって当社定款を変更し、発行

可能株式総数を360,800株増加して721,600株とする。

　

③ 分割により増加する株式数

  平成19年3月31日最終の発行済株式総数に１を乗じ

た株式数とする。但し、分割の結果生じる１株未満の

端数株式は、これを一括売却し、その処分代金を端数

の生じた株主に対し、その端数に応じて分配する。

 （3） 日程

      割当基準日　　平成19年3月31日

　　　効力発生日　　平成19年4月1日

　    株券交付日　　平成19年5月18日

 （4） 一株当たり情報に与える影響

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における一株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当事業年度における一株当たり情報は

それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

 （自　平成17年１月１日）  （自　平成18年１月１日）

 （至　平成17年12月31日）  （至　平成18年12月31日）

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 34,765円60銭  70,570円87銭

 １株当たり当期純利益  １株当たり当期純利益

 6,611円63銭  10,600円28銭

 潜在株式調整後

 １株当たり当期純利益

 潜在株式調整後

 １株当たり当期純利益

 5,370円00銭  8,989円07銭
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前事業年度
（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

３．株式会社リファス設立の件

　当社は、これまで培ってきたデューデリジェンスや企業

再生計画策定等のターンアラウンド、財務やオペレーショ

ンに関するコンサルティング、Ｍ＆Ａアドバイザリー機能

を集約し、ファイナンシャルアドバイザリーサービス会社

「株式会社リファス」を設立し、平成18年1月より事業開

始致しました。

　これに伴い、従来当社で行っていたデューデリジェンス

業務及びコーポレート関連サービス事業のうちコンサル

ティング業務等一部の業務については、今後株式会社リ

ファスにて業務を行います。なお、当事業年度における

デューデリジェンス業務に係る売上高は430,741千円であ

ります。

 株式会社リファスの概要

 ①　名称　　　　　株式会社リファス

 ②　代表者　　　　代表取締役社長　井無田 敦

 ③　本店所在地　　東京都港区赤坂一丁目11番44号

 ④　事業開始年月　平成18年1月

⑤　主な事業内容　債権・不動産・財務デューデリ

ジェンス業務、ターンアラウンド

業務、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、

株式上場支援業務　等

 ⑥　決算期　　　　12月

 ⑦　資本の額　　　100百万円

 ⑧　株主構成　　　当社100％

⑨　その他　　　　同社設立にあたっては、平成15年

6月設立の有限会社シデナムヒル

（出資金３百万円）を増資すると

ともに、組織変更致しました。

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４．やしお債権回収株式会社の買収に伴う業務移管の件

　当社は、従来持分法適用関連会社であるアイ・アール債

権回収株式会社に委託していた債権管理回収業務について、

平成17年4月のやしお債権回収株式会社買収以降、グルー

プ内の業務再編に伴い、当社連結子会社であるやしお債権

回収株式会社へ順次業務移管を進めてまいりました。

　アイ・アール債権回収株式会社に対しては業務委託契約

に基づき人的支援、マーケティング支援、担保不動産管理

のためのシステム提供等の支援を行い、業務受託料収入を

得ておりますが、当該契約は平成18年3月をもって終了す

る予定であるため、次期以降アイ・アール債権回収株式会

社からの業務受託料収入は減少する見込であります（当事

業年度における同収入は694,210千円）。

　なお、やしお債権回収株式会社との間は、同様の契約は

締結しておりません。
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前事業年度
（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

５．株式会社國場組との覚書締結及び貸付債権取得の件

当社は、株式会社國場組（沖縄県）との間で、同社グルー

プが手掛ける建設事業、流通・サービス事業の成長加速と

財務基盤強化に関し、共同で推進していくことに合意致し

ました。また、同社グループの財務基盤強化に向けた取り

組みの一環として、金融機関が保有する同社グループ向け

貸付債権を取得致しました。

 

 覚書の概要

 当社は、株式会社國場組が手掛ける建設事業、流通・サー

ビス事業（映画興行、外食、飲料販売、燃料販売、保険販

売、砕石・火薬類販売等）の成長加速と財務基盤強化を図

るため、当社が有する投資銀行業務に関するノウハウ、経

験、ネットワーク等を統合的に活用し、全面的に同社を支

援致します。今後、具体的な事業成長計画、財務基盤強化

の方策に関して、同社と緊密に連携し合いつつ詳細を固め

る予定です。

 

 同社向け債権の取得

 当社は、同社グループの財務基盤強化を図ることを目的

に、平成18年３月17日及び３月24日付で、当社組成のＳＰ

Ｃ（特別目的会社）において、同社取引金融機関が有する

同社グループ向け貸付債権を取得致しました。当社のＳＰ

Ｃ向け出資金額は合計で約148億円となっております。

　また、これに関連して、当社及びＳＰＣは金融機関等よ

り借入金を調達しております。なお、当社は当該ＳＰＣに

対し過半を出資していることから、ＳＰＣの財産のうち当

社の持分割合に相当する部分を当社の資産及び負債として

貸借対照表に計上することとしております。このため、上

記の貸付債権の取得に関連する金融機関等からの借入金237

億円（当社及びＳＰＣにおける当社の持分割合相当額の合

計）が当社の貸借対照表に計上されます。

 

 株式会社國場組の概要

 (1) 商号　　　株式会社國場組

 (2) 事業内容　建設事業、流通・サービス業

 (3) 設立　　　昭和43年（昭和６年創業）

 (4) 所在地　　沖縄県那覇市

 (5) 代表者　　代表取締役社長　國場幸一

 (6) 資本金　　20億2,781万円
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８．役員の異動
(1）代表者の異動

　該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動

　該当事項はありません。
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