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１．平成18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31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12月期 6,247 42.6 3,370 54.9 3,379 54.6

17年12月期 4,380 50.5 2,176 79.9 2,185 88.0

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 2,003 63.9 16,628 27 14,248 98 35.7 34.3 54.1

17年12月期 1,222 85.8 10,433 81 8,787 49 30.6 41.9 49.9

（注）①持分法投資損益 18年12月期 △0 百万円 17年12月期 － 百万円

②期中平均株式数（連結） 18年12月期 120,460 株 17年12月期 117,160 株

③会計処理の方法の変更 無

④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）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12月期 13,724 8,581 48.0 54,291 48

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12月期 121,371 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12月期 1,534 △7,055 4,515 889

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 12社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ２社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ８社 （除外） １社 持分法（新規） ４社 （除外） ２社
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２．平成19年12月期の連結業績予想（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

通期 8,300 4,600 2,550

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）21,009円96銭

※　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かかわる

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる

可能性があります。上記予想に関する事項につきましては、添付資料の９ページをご参照ください。
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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、SCJインベストメント・マネジメント株式会社及び同社の

子会社であるエスシージェイ・ヴィーエム有限会社並びに関連会社であるJ-STAR株式会社（以下、当社及び子会社並び

に関連会社を総称して「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、（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

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、主として我が国及び海外の機関投資家から出資を受けて組成した各種の不動産ファンドの運用または運

用助言及び当該ファンドの投資不動産にかかわるアセットマネジメント業務から構成されています。そのほか、一部

の機関投資家や不動産オーナー等が保有する不動産についてアセットマネジメント業務も行っています。当社グルー

プは上記の業務に関連し、投資案件の発掘、精査及び評価、効率的な投資や資金調達のためのスキーム作りとその執

行、投資対象資産の取得交渉、投資不動産の価値の向上にかかわる事業計画の策定と執行、ポートフォリオ資産の管

理、売却・処分、証券化等による出口戦略の執行及び投資家レポーティング等の業務上必要な機能を、原則的に全て

グループ内で行っています。なお、中国等の海外資産やホテル等の専門的オペレーションを必要とする資産について

は、当社の資本参加先を含む第三者と提携し、業務の一部をアウトソーシングしています。

　本事業において、従来当社グループは不動産のエクィティ投資を行うファンドの運用ないし運用助言に特化してき

ましたが、平成18年より不動産の劣後債等への投資（「不動産メザニン投資」）を目的とする不動産メザニン・ファ

ンド（SCJ・リアルエステート・メザニン・パートナーズⅠ投資事業有限責任組合）を組成し、運用を開始しまし

た。 

　不動産メザニン投資は、不動産のノン・リコース・ファイナンスにおいて、元利の支払い順位や残余財産の分配に

ついてシニア・ローンとエクィティの間に位置する劣後債等に対する投資であり、そのスキームにより優先エクィティ

出資や不動産担保証券（CMBS）における劣後部分の証券等に対する投資を含みます。今後、不動産ファイナンス市場

のグローバル化及び伝統的レンダーによる不動産ローンに対するリスク管理の強化などにより、メザニン・ファイナ

ンス及びメザニン投資市場が拡大するものと予想されます。当社グループは新たな不動産メザニン・ファンドを組成

することにより、この市場における投資収益機会を顧客投資家に提供することを目指します。当該ファンドの運用に

かかわる諸機能については、不動産エクィティ・ファンドと同様、原則として当社グループ内におけるチームが担当

しますが、今後必要に応じて一部の機能をアウトソーシングもしくは金融機関等と提携することもありえます。

　また当社グループは、関連会社であるJ-STAR株式会社（当社出資割合40％）を設立し、新たにプライベート・エク

イティ・ファンド（J-STAR一号投資事業有限責任組合）を組成しました。当該ファンドを通じて、非公開の中堅企業

に対するマネジメント・バイアウトの投資活動を開始しています。本業務は、ファンド出資の募集、投資案件の発掘、

資産評価、共同投資、出口戦略の執行等において、当社グループの他の業務と多くのシナジー効果が見込まれること

から、今後一層の業務拡大を目指しています。

　以上の各ファンドにおいて、原則として当社グループは、顧客投資家と利益共有化を図るためファンドに対する一

定の共同出資を行っています。

債権投資・管理回収事業

　本事業は、主に不動産担保付債権等に対する顧客投資家の投資に関し、必要な投資助言を提供し投資債権の管理回

収（サービシング）を行うことにより投資収益の確保を目的とするものです。当社グループは、我が国において早く

から債権投資・管理回収に関わる事業を開始した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きました。本事業における投資対象は、主として破綻に陥った債務者にかかわる

不動産担保付または無担保の不良債権ですが、金利減免または返済条件を緩和したいわゆる要管理先債権も含んでい

ます。当社グループは本事業においても、不動産投資・アセットマネジメント事業におけると同様、投資案件の発掘、

精査及び評価、投資及び資金調達のスキームの組み立て、売り手との資産取得交渉及び取得後の債権の管理回収や売

却・処分、投資家へのレポーティングを含む総合的サービスを投資家に提供しています。本事業においても当社グルー

プは、主として顧客投資家と利害の共有化を図るため一定の小額投資を行っています。

　当社グループは役割及び機能に応じ各社が一体となり上記各事業を推進しています。当社グループの各事業における

業務内容、役割及び事業の種類別セグメントとの関連は以下の通りであります。
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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、受託資産の経理管理、投資

家レポーティング等 

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 不動産ファンドの運用または運用助言及び当該ファンド

の投資不動産にかかわるアセットマネジメント業務

エスシージェイ・

ヴィーエム有限会社

連結子会社 特定の機関投資家に対する資産管理等

J-STAR株式会社
持分法適用

関連会社

プライベート・エクイティ・ファンド運用業務

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 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、SCJ・リアルエステート・メザニン・パートナーズⅠ投資事業有限責任組合、有限会社エス

シージェイ・レップ・ジーピー・インベスター等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、こ

れらは当社グループが事業を展開する投資スキームに関連して設立した投資ビークルであり、特定の事業の主

体となっているものではありません。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、急速に拡大しつつある不動産投資市場において、不動産ファンドの運用及び債権投資にかかわる

管理回収事業を中核事業として業務展開を行ってきました。現在、不動産投資はグローバルな投資市場において重要

な位置を占めつつあります。この分野においても他の投資顧問業務と同様に、高い専門性と優れたトラックレコード

を有し、顧客から信頼される高い倫理観と確かなリスク管理体制をもつ運用会社がますます求められています。これ

を踏まえて、当社グループは以下を経営の基本方針とします。

 

①国内外の顧客投資家の多様なニーズに応えるために、投資市場の変化・拡大を見通し、対象市場の拡大、新しい商

品の開発、

商品の多様化を図る。

②優れた人材の確保・育成と競争力のある運用体制を構築し、顧客のために高い運用収益の実現を目指す。

③資産運用にあたり、常に顧客投資家に対する受託者責任を重視した運用体制を構築し、コーポレート・ガバナンス

やコンプライアンス・リスク管理体制の整備に努める。

以上の基本方針の下で、特に資産運用面で以下の施策を実施します。

① 既にトラックレコードを確立した既存ファンドについては、既存出資者に加え、新規投資家からの出資を募る等に

よりファンド規模の一層の拡大を図ること、

② 不動産ファイナンス及び投資のグローバル化の進展に伴い、投資ポートフォリオへの海外資産の組み入れ等により、

アジアファンド等の地域ファンドやグローバルファンド等の商品開発及び運用を行うこと、

③ リスク許容度及び期待収益の異なる投資家を対象とするファンドの品揃えを行うこと、特に従来のエクィティ投資

ファンドに加え、今後拡大が予想されるデット投資ファンド（メザニン・ファンド等）を組成し規模の拡大を図るこ

と、

④ 従来の私募ファンドに加え公募ファンド等を開発し、新規投資家層の開拓及び運用資産規模の安定的増加を図るこ

と、

⑤将来における不動産ファンド運用業務の収益性の変動を緩和させるために、 当社グループの既存事業とシナジーが

高い新規業務の開発を行うこと。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する収益還元を経営上の重要課題であると認識しています。当社グループの事業はいまだ

高い成長段階にあり、ファンドに対する共同出資や新ファンド開発に係わるシードマネーの提供等、利益の一部を留

保し再投資に充当していくことが、更なる企業成長と企業価値の増大、ひいては株主利益の拡大につながるものと考

えています。したがって、当社の配当政策については、上記資金需要を考慮し、連結利益をベースとして弾力的に決

定することとします。

　当期につきましては、前期実績に較べて１株あたり500円増配し、1,500円の配当を予定しております。

(3）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（1株当たり当期純利益）を重視するとともに、利益の成長による株主価値の増大を目標としております。

　また当社グループは、投資運用会社として安定的なアセットマネジメント報酬確保のため、運用資産残高の継続的

な成長を重要な経営指標としています。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　上記「（１）経営の基本方針」に述べた方針を実現するため、当社は以下の経営戦略により中長期的企業成長を図

ります。

①常に内外の市場の進化に注意を払い、今後発展の可能性のある商品の開発やファイナンス手法を積極的に取り入れ

ること、

②人材の確保・養成や海外のノウハウの積極的導入を通じ、市場のグローバル化に対応できる運用体制を整備維持す

ること、

③先進的投資家の要求水準を満たすことのできる運用能力を構築し、顧客投資家及びコンサルタント（ゲートキー

パー）等からの信用を確保することにより、不動産投資市場におけるブランド力の向上を図ること、

④ 事業規模の拡大（スケーラビリティーの確保）のため、必要に応じ業務提携、資本参加、もしくは買収などを行う

こと。
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　なお、平成19年に施行される予定の金融商品取引法により、当社の事業機会が拡大すると同時に受託者責任の徹底

やファンドに関する開示の強化などの対応が必要となります。当社グループはこれらを中長期的発展にとって必須条

件と捉え積極的に対応します。

(5）会社の対処すべき課題

　今後、当社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、運用受託資産残高の拡大とと

もに、上記「（１）経営の基本方針」に沿った商品開発及び顧客投資家層や業務の分散を図る必要があります。

　当社グループの事業は我が国において比較的新しい事業であり、人材の確保が最大の課題であります。各事業分野

において中核となるべき人材の確保や社内教育による人材の育成を通じ、事業の一層の基盤強化を図ります。また当

社は、企業の安定的成長にとり内部統制やコンプライアンス分野における経営体制の強化が必須の条件と認識し、こ

れを企業文化の一部として定着させることを目指します。

　我が国の経済構造が規制緩和により市場を重視する方向に向かいつつあり、また、富の蓄積手段が「貯蓄から投資」

と変化する中で、投資運用会社の役割はより重要なものとなりつつあります。当社グループの役職員一同、より高い

職業倫理観を維持し業務を進めてまいります。

(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、継続的な企業の成長にとり、適正なコーポレート・ガバナンスが必須要件であると確信しています。そ

のためステークホルダーに対する説明責任、経営の透明性及び健全性の確保を重要な経営課題として位置付けてい

ます。コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、取締役会、監査役会及び経営委員会等の経営機構、構成員及

び内容の充実をはかっています。またコンプライアンスについても、法令遵守による経営リスク管理という側面か

ら捉えるのみならず、資産運用会社である当社の企業文化の一部であり顧客投資家に対する高い信頼性と安定的サー

ビスの源泉であるとの認識のもとに、その強化に努めております。

②　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

(ⅰ）会社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　注１．上図における「選任・解任」は、当該会社機関の構成員に対する選任・解任権を示す。

　　２．代表取締役会長をもって、最高経営責任者(CEO)としている

　当社では取締役会が経営方針や経営計画の基本を決定するとともに経営執行の監視を行っています。定例取締

役会は原則として毎月１回開催され、海外在住の取締役はテレビ又は電話会議で出席します。更に、必要に応じ

て臨時取締役会が開催されています。平成18年５月に新会社法が施行されたことにともない、経営の意思決定の

迅速化と弾力性を確保すべく、一定の条件を満たす場合、当社の取締役会は電磁的通信手段で行うことも可能と

なりました。

　取締役会の下部機関として、取締役会が選任する執行役員により構成され最高経営責任者(CEO)を委員長とする

経営委員会が設置されています。経営委員会は原則として週次で定例会議を開催し、取締役会で決定される経営

の基本方針に基づく経営の執行にかかわる事項の協議、意思決定、各執行役員からの報告及び情報の共有化等を

行っています。取締役会には常勤監査役及び非常勤監査役が出席し、また経営委員会には常勤監査役が出席して
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います。

　当社の内部監査機能は内部監査室が担当し、監査計画に基づいて内部監査を実施・報告するとともに、定期的

に監査役と監査連絡会を開催しております。また会計監査人である監査法人トーマツとも連携をとりながら内部

監査を実施しております。

〈業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数〉

公認会計士の氏名 所属する監査法人 継続監査年数

指定社員　業務執行社員 松尾　清 監査法人トーマツ ６年

指定社員　業務執行社員 浅枝　芳隆 監査法人トーマツ ６年

〈監査業務にかかる補助者の構成〉

公認会計士　６名　会計士補　５名　その他　４名

　当社は情報の適時開示を重要な経営課題の１つとして位置付けており、四半期決算に加え、会社説明会等の積

極的な開催、当社ホームページ等を通じての適切かつ迅速な情報開示を行っていく方針であります。

(ⅱ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　社外監査役は、当社との間に特別な利害関係はありません。

(ⅲ）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間（最近事業年度の末日からさかのぼっ

て１か年）における実施状況

　平成18年度は取締役会を17回開催し、当社の重要な業務執行の意思決定を行いました。また、経営委員会を原

則として週１回開催し、迅速かつ十分に議論を尽くした上で業務の執行を決定しました。

　監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は経営委員会にも出席し、監査方針及び年間の監査計画に基づ

き取締役の業務執行を監督いたしました。

(7）親会社等に関する事項

　　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当連結会計年度の経営成績

①　当期の概況

　当連結会計期間における我が国の経済環境は、前期に引き続き堅調な外需に牽引されて国内企業の収益は改善し、

それに伴い設備投資の増加、雇用情勢の改善、底堅い個人消費などを背景に、日銀による量的緩和政策の解除がな

され、デフレ経済からの脱却を内外に印象付けました。

　当社を取り巻く事業環境については、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、また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。

　当社グループの当連結会計年度の年間売上高は6,247,793千円（前連結会計年度比42.6％増）、経常利益3,379,423

千円（前連結会計年度比54.6％増）、当期純利益2,003,033千円（前連結会計年度比63.9％増）となりました。

　なお、当社単独売上高は、2,838,260千円（前事業年度比20.8％増）、経常利益1,329,824千円（前事業年度比

92.4％増）、当期純利益1,204,641千円（前事業年度比104.5％増）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）

　投資案件の発掘については、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、新規不動産取得総額は約

1,472億円に達し、当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1,918億円

と、前年度末比で約556億円増加しました。

　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。また、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、投資案件の組み入れを完了し今後有利な出口機会を

追求していきます。

　SCJREP Ⅱ号ファンドによる物件購入が成功裏に進んだため、当社グループは主に中国を中心とするアジア諸国の

不動産にも約25％を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。当該ファンドは平成18年6月に第一次募集を完了し、予想を上回る

約1,480億円（ノンリコース・ローンによる資金調達を含む）の投資可能資金の規模を確保しました。現在、新規投

資家からのファンド出資を受け入れるため第二次募集を進めており、本年3月末までに最終的に募集を完了する予定

です。

　新たな業務として注力している不動産メザニン投資ファンドの運用業務においては、パイロット・ファンド運用

期間を経て新ファンドを組成し、本格的投資活動に移行しました。平成19年1月末日現在における運用資産総額は約

200億円（ノンリコース・ローンによる資金調達を含む）となっており、同ファンドは本年8月末日までを募集期間

としてファンド規模の拡大を目指しています。なお、当該ファンドは当社の出資割合が高いため連結対象となって

いますが、今後、顧客投資家の出資割合が増加し当社の出資割合が減少した場合、当社グループが運用する他のファ

ンドと同様に非連結対象となる可能性があります。

　また平成18年12月には、我が国の不動産投資を目的とするオーストラリアの上場不動産信託（Listed Property 

Trust）であるガリレオ・ジャパン・トラストから、その組み入れ不動産の一部についてアセットマネジメント業務

を受託いたしました（資産総額570億円の内、250億円相当を当社グループが受託）。

　関連会社J-STAR社（当社出資割合40％）にて展開しているプライベート・エクイティ・ファンド運用事業は、中

規模案件に対する投資に特化した新ファンド（J-STAR一号投資事業有限責任組合）を組成し、平成18年10月に第一

号案件「風と大地」（旧（株）エルカクエイ）を含む２件の案件に対する投資を完了しました。平成18年12月末日

現在、同ファンドの出資総額は40億円となっており、本年6月末日までを募集期間としてファンド規模の拡大を目指

します。

 

　以上の結果、本事業における売上高は2,891,443千円（前連結会計年度比50.4％増）、営業利益は1,223,087千円

（前連結会計年度比65.3％増）となり今期も前期に引続き堅調に推移いたしました。

（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平成17年で一段落しましたが、当期間もメガバンク、

ノンバンク、及び地方銀行等の金融機関による債権売却が継続して行われました。また、政府関係機関、債権回収

会社及び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活発に行われ、投資対象の内容は多様化してい

ます。
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　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活用

し多様な売却先との関係構築を行い、当期末では債権運用資産の受託残高は約860億円と、前年度比で約85億円増加

しました。

　一方、取得済み債権の回収は経済回復に伴って極めて順調に進み、特に成功報酬が順調に伸び、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、本事業における売上高は3,356,350千円（前連結会計年度比36.5％増）、営業利益は2,490,494千円

（前連結会計年度比48.7％増）となりました。

③　次期の見通し

　わが国経済の回復及び低金利の継続に伴い、不動産取引は引き続き活発に行われるもの予想されます。またグロー

バルな視野で見たとき、我が国の不動産はリスク調整後の期待収益率がなお魅力的との見方が根強く、今後とも内

外の投資家による投資活動は増加するものと思われます。当社グループは良好な事業環境を活かし、今後とも一層

の事業拡大を図る所存です。

　特に次期は当社の発展にとり重要な期間と認識しており、次のような業務展開を目指します。

(i)不動産ファンドの規模及び顧客投資家層の拡大

 不動産投資・アセットマネジメント事業については、SCJREPAsiaファンドの規模の拡大により、既存投資家に加え

新規投資家の出資を受け入れ顧客投資家層の拡大を図ります。また本ファンドでは一定の範囲内で中国を中心とす

るアジア諸国の不動産に対し資産配分を行うことにより、今後におけるアジア地域不動産ファンド（日本の不動産

対象としないファンドを含む）のための態勢強化とトラックレコードの樹立を目指します。

(ⅱ) 不動産メザニンファンドのファンド規模の拡大及び投資活動の推進

 平成18年に立ち上げた不動産メザニン・ファンドは将来における当社の戦略商品の一つと位置づけ、規模の拡大及

び優れた運用能力の確保とトラックレコードの樹立を目指します。

(ⅲ) 公募ファンドの組成

 国内及び海外の市場環境や当社の競争優位性等を考慮し、公募ファンドの組成を行い、当社グループの従来の顧客

投資家と異なる投資家層を取り込み、安定的な運用資産の拡大による収益基盤の確保を目指します。

(ⅳ）プライベート・エクイティ・ファンド

 プライベート・エクイティ・ファンドについても、上記(ii)不動産メザニン・ファンドと同様の位置づけにより規

模の拡大及びトラックレコードの樹立を目指します。

(ⅴ) 債権投資・管理回収事業

 債権投資・管理回収事業については、銀行や金融機関が売却する不良債権を対象とする従来業務のほか、法律の改

正に伴い新しく認められる予定の企業間債権のサービシング業務及びクレジットカード債権などを含む多様な債権

のサービシング業務の推進を目指します。

(ⅵ) ファンド規模拡大に伴う共同投資収益の増大

 上記各ファンドの規模の拡大に伴う当社の共同出資の増大及び新ファンドへのシードマネーの提供や、利益相反の

伴わない小規模案件に対する自己投資等を行うことにより、業務の拡大及び収益の増大を図ります。

　上記の事業活動については、運用体制の整備及び強化のためのコストのほか、ファンド規模増大のための販売エー

ジェントに対する手数料等、一過性の費用の発生を伴いますが、既存ビジネス及び新規ビジネスの収益拡大により

費用の増加を吸収していく予定です。

　以上により、平成19年度の通期連結業績の見通しにつきましては、売上高8,300百万円（対前年度同期比32.8％

増）、経常利益4,600百万円（対前年度同期比36.1％増）、当期純利益2,550百万円（対前年度同期比27.3％増）を

見込んでいます。

　また、単体業績の見通しにつきましては、売上高3,760百万円（対前年度同期比32.5％増）、経常利益2,360百万

円（対前年度同期比77.5％増）、当期純利益2,080百万円（対前年度同期比72.7％増）を見込んでいます。

 

　なお、中間期の予想については、現時点では不確定要素も多く開示を控えさせていただいていますが、内容が固

まり次第開示させていただく予定です。

※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かか

わる本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる

結果となる可能性があります。

(2）当連結会計年度の財政状況
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①　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益の計上等に

より営業活動によるキャッシュ・フローが増加し、また、借入の実行により財務活動によるキャッシュ・フローが

増加したものの、投資有価証券の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローが減少したことにより、当連結

会計年度末においては期首残高よりも965,257千円減少し889,139千円となりました。

　当連結会計年度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す。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は1,534,852千円（前期比4.7％増）となりました。これ

は、法人税等を1,389,638千円支払ったものの、税金等調整前当期純利益を3,377,798千円計上したことが主な要

因です。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は7,055,259千円（前期比225.1％増）となりました。こ

れは、貸付に5,192,243千円を支出したことが主な要因です。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は4,515,715千円（前期比7,749.4％増）となりました。

これは、借入により3,561,480千円の収入があったことが主な要因です。

②　キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

自己資本比率（％） 75.5 77.2 48.0

時価ベースの自己資本比率（％） 707.4 997.9 291.0

債務償還年数（年） ― ― 2.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ 1,696.4 3,909.3 144.3

　（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
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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います。

また、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、投資者の投資判断の上で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います。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す。なお、文中における将来に関する事項は、

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います。また、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います。

　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、また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、優れた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・充実を図っています。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、また、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

　創業者株主の一部は依然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。また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、数年前に比較し、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。また、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

　当社グループの主たる事業である不動産投資運用事業及びアセットマネジメント業務は、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、人材及び顧客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国内外の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の激化また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。

(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
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　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12月31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51％となっています。顧客層拡大のため、投資戦略やリスク許容

度及び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、また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顧客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

　当社グループがファンド等の顧客投資家のため投資対象資産を取得するにあたり、通常SPCを利用して取得します。

その場合、ファンド等の顧客投資家はSPCに対し自己資金（エクィティ）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、また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、仲介を行う場合や、資産流動化法に基づき業務受託を引受ける場合には、国土交通省よ

り「宅地建物取引業法」に基づく免許の取得が必要です。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が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）。かかる免許を取得している各社は、各法令上の規制と国土交通省の監督を受けます。これまでに処分を受

けたことはありませんが、法令に違反する行為が今後発生した場合には業務改善命令や免許取消処分等を受ける

可能性があり、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（サービサー法）

（ⅰ）サービサー法に基づく許可

　債権管理回収業については法務大臣の許可制がとられております。サービサー法では、対象債権を特定金銭債

権に限定するとともに、業務範囲を債権管理回収業及び一定の付随業務等に限定し、その他兼業については法務

大臣の承認を受けたときに営むことができるものとされています。

　当社の連結子会社SCJ債権回収株式会社は平成12年6月29日に法務大臣より営業許可を取得しております（許可

番号第36号）。

（ⅱ）業務の範囲
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　SCJ債権回収株式会社は、サービサー法に基づき対象債権を特定金銭債権に限定し、その債権管理回収業及び一

定の付随業務等を行うとともに、法務大臣の兼業承認を受け特定金銭債権以外の貸付債権の集金代行業務、特定

金銭債権以外の資産管理及び事務代行業務、デューデリジェンス等の資産評価業務、不動産業務を業務範囲とし

ています。

（ⅲ）業務規制

　サービサー法では、業務に関する規制として、名義貸しの禁止、弁済時の受取証書交付及び債権証書の返還義

務、その他不正の手段を用いることの禁止等を定めております。

　当社グループではサービサー法を含む各種法令について、法務・コンプライアンス部を中心に体制を整備しそ

の順守に努めており、これまで監督官庁による処分を受けたことはありません。なお債権管理回収業の許可につ

いては、有効期限その他の期限は法令等で定められておりません。しかしながら、法令の定める一定の事由にあ

たる行為を今後行った場合、業務改善命令や許可取消処分等を受ける可能性があり、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。業務改善命令を受ける場合としては、サービサーが反社会勢力等から債権回収の委

託または債権を譲り受けた場合、サービサーが債権を譲り受ける際に、債務者が正当な抗弁権を有している事を

知りながらその行使を妨げる目的で債務者から異議を留めない承諾を取りつけた場合等が考えられます。許可取

消処分等を受ける場合としては、不正の手段により許可を受けた場合、サービサー法や関係法令に基づく命令・

処分に違反した場合、サービサー業に関し著しく不当な行為をした場合においてその情状が特に重い場合等があ

ります。当該業務の継続には債権管理回収業の許可が必要ですが、当社グループでは現時点においてこれらの取

消事由や業務停止事由に該当する事実はないと認識しております。　また、その他兼業について法務大臣の承認

が得られない場合等には、当社グループの今後の事業展開等に影響が生じ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（登録番号：一般－第721号）。

将来何らかの理由により資格要件を失った時、あるいは業務改善勧告や登録取消処分を受けた場合には、社会的

信用を毀損する畏れがあり、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　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、「有価証券にかかわ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）構造計算に関する事項

　社内の専門チーム（特別バリューアップグループ）が構造設計図書の適正性を確認する業務を担当しています。

必要に応じて外部専門機関による評価を活用しており、主としてＡＢＳコンサルティングに委託しております。

同社は米国議会および当局に認められた公的第三者機関であり、ＳＯＬＡＳ条約等の各種国際条約における検査

機関として世界各国より認定されております。確認の内容は、下記の通りです。

 

　①　電算出力書類の確認

　②　設計荷重の確認

　③　使用材料の確認

　④　応力図の確認

　⑤　断面検定の確認

　⑥　計算書と図面との整合性

　⑦　基礎の確認
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　⑧　保有水平耐力計算の確認

 

　当社が購入し運用中の建築物につき、民間検査機関の導入および姉歯事件の偽装が開始された1997年以降竣工

した建築物全てを対象とし耐震性の再調査をいたしました。その結果、調査対象物件は全て現行の耐震構造上の

基準を満たしており、構造計算書の偽装に該当する建築物は存在せず、全て建築基準法に基づき正しい構造によっ

て建築されていることを確認いたしました。また平成18年12月31日までに国土交通省より公表された偽装物件に

関係した設計者および施工者との取引は、これまでなかったことを確認しております。将来、法改正等により耐

震基準が改定され、現在現行基準を満たしている適格物件が既存不適格物件となるリスクは存在します。

　なお、当社グループとの関連性にかかわらず、構造計算書偽装問題は解決しておらず、建築物件に対する不信

感も今後さらに広がる可能性があります。さらに、今後新たな偽装物件が発覚するなど問題が深刻化する可能性

も否定できません。したがって、当該問題が今後拡大・深刻化した場合、不動産に対する不信感の高まりに伴っ

て不動産投資が冷え込み取引が減少するような場合には、当社グループの業績及び事業展開等に影響を及ぼす可

能性があります。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度
平成17年12月31日

当連結会計年度
平成18年12月31日

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   1,854,397   889,139  △965,257

２　売掛金   863,681   974,367  110,685

３　買取債権   －   293,071  293,071

４　未収入金   173,185   129,454  △43,731

５　繰延税金資産   166,207   96,284  △69,922

６　その他   96,403   389,332  292,929

流動資産合計   3,153,875 52.5  2,771,649 20.2 △382,225

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  60,168   60,837    

減価償却累計額  △13,572 46,595  △20,203 40,633  △5,962

(2）工具器具及び備品  80,393   82,669    

減価償却累計額  △41,587 38,805  △53,702 28,967  △9,838

有形固定資産合計   85,401 1.4  69,600 0.5 △15,800

２　無形固定資産   9,551 0.2  9,060 0.1 △490

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  2,315,459   5,534,674  3,219,214

(2）その他の関係会社有
価証券

※１  －   963,510  963,510

(3）長期貸付金   －   3,812,394  3,812,394

(4）敷金及び保証金   245,620   458,123  212,503

(5）その他 ※１  195,935   105,231  △90,703

投資その他の資産合計   2,757,015 45.9  10,873,935 79.2 8,116,919

固定資産合計   2,851,968 47.5  10,952,596 79.8 8,100,628

資産合計   6,005,843 100.0  13,724,246 100.0 7,718,402
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前連結会計年度
平成17年12月31日

当連結会計年度
平成18年12月31日

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

  １　短期借入金   －   3,561,480  3,561,480

２　未払金   125,388   366,151  240,762

３　未払法人税等   712,481   802,564  90,082

４　繰延税金負債   7   －  △7

５　預り金   179,684   212,330  32,646

６　賞与引当金   25,000   42,000  17,000

７　その他   321,902   149,100  △172,802

流動負債合計   1,364,463 22.7  5,133,626 37.4 3,769,162

Ⅱ　固定負債         

１　繰延税金負債   4,036   8,689  4,653

固定負債合計   4,036 0.1  8,689 0.1 4,653

負債合計   1,368,500 22.8  5,142,315 37.5 3,773,815

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※４  1,173,200 19.5  － － △1,173,200

Ⅱ　資本剰余金   1,141,691 19.0  － － △1,141,691

Ⅲ　利益剰余金   2,321,549 38.7  － － △2,321,549

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  6,363 0.1  － － △6,363

Ⅴ　自己株式 ※５  △5,461 △0.1  － － 5,461

資本合計   4,637,343 77.2  － － △4,637,343

負債及び資本合計   6,005,843 100.0  － － △6,005,843
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前連結会計年度
平成17年12月31日

当連結会計年度
平成18年12月31日

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  1,199,465 8.7 1,199,465

２　資本剰余金   － －  1,167,441 8.5 1,167,441

３　利益剰余金   － －  4,197,111 30.6 4,197,111

株主資本合計   － －  6,564,019 47.8 6,564,019

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  12,852 0.1 12,852

２　為替換算調整勘定   － －  12,540 0.1 12,540

評価・換算差額等合計   － －  25,392 0.2 25,392

Ⅲ　新株予約権   － －  2,332 0.0 2,332

Ⅳ　少数株主持分   － －  1,990,186 14.5 1,990,186

純資産合計   － －  8,581,930 62.5 8,581,930

負債純資産合計   － －  13,724,246 100.0 13,724,246
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(2）連結損益計算書

  
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

当連結会計年度
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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   4,380,878 100.0  6,247,793 100.0 1,866,915

Ⅱ　販売費及び一般管理費         

１　役員報酬  188,847   192,350    

２　給与手当  777,961   991,824    

３　賞与  312,110   432,540    

４　賞与引当金繰入額  25,000   42,000    

５　顧問料  54,747   179,652    

６　地代家賃  143,284   189,975    

７　その他  702,744 2,204,695 50.3 849,255 2,877,598 46.1 672,902

営業利益   2,176,182 49.7  3,370,195 53.9 1,194,013

Ⅲ　営業外収益         

１　受取利息  2,113   470    

２　受取配当金  －   5,000    

３　為替差益  11,469   13,350    

４　その他  691 14,274 0.3 1,622 20,444 0.4 6,169

Ⅳ　営業外費用         

１　支払利息  375   10,638    

２　新株発行費  4,589   －    

３　持分法投資損失  －   384    

４　その他  － 4,964 0.1 193 11,216 0.2 6,251

経常利益   2,185,492 49.9  3,379,423 54.1 1,193,930

Ⅴ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※１ 159 159 0.0 － － － △159

Ⅵ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※２ 2,015   482    

２　関係会社出資金売却損  569   －    

３　関係会社株式清算損  － 2,585 0.1 1,142 1,625 0.0 △959

匿名組合損益分配前税金等
調整前当期純利益

  2,183,066 49.8  3,377,798 54.1 1,194,731

匿名組合損益分配額   88,762 2.0  － － △88,762

税金等調整前当期純利益   2,094,303 47.8  3,377,798 54.1 1,283,494

法人税、住民税及び事業税  988,596   1,346,229    

法人税等調整額  △116,722 871,873 19.9 70,013 1,416,243 22.7 544,369

少数株主損益   － －  △41,478 △0.7 △41,478

当期純利益   1,222,429 27.9  2,003,033 32.1 780,603
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,109,760

Ⅱ　資本剰余金増加高    

増資による新株の発行  31,930 31,930

Ⅲ　資本剰余金期末残高   1,141,691

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,099,119

Ⅱ　利益剰余金増加高    

当期純利益  1,222,429 1,222,429

Ⅲ　利益剰余金期末残高   2,321,549
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（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

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

連結会計年度中の変動額      

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

当期純利益 － － 2,003,033 － 2,003,033

自己株式の消却 － － △5,461 5,461 －

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

26,265 25,749 1,875,562 5,461 1,933,039

平成18年12月31日残高（千円） 1,199,465 1,167,441 4,197,111 － 6,564,019

 

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

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 － － － － － 52,015

剰余金の配当 － － － － － △118,671

連結除外に伴う減少高 － － － － － △3,338

当期純利益 － － － － － 2,003,033

自己株式の消却 － － － － － －

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

6,488 12,540 19,028 △518 1,990,186 2,008,696

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

6,488 12,540 19,028 △518 1,990,186 3,941,736

平成18年12月31日残高（千円） 12,852 12,540 25,392 2,332 1,990,186 8,581,930

－ 20 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  2,094,303 3,377,798

減価償却費  20,194 25,158

賞与引当金の増減額  10,000 17,000

受取利息及び受取配当金  △2,113 △5,470

為替差益  － △13,350

支払利息  375 10,638

新株発行費  4,589 －

有形固定資産除却損  2,015 482

関係会社株式清算損  － 1,142

売上債権の増減額  △142,248 △111,726

買取債権の増減額  － △293,071

未収入金の増減額  △3,681 52,110

未収利息の増減額  － △36,724

その他流動資産の増減額  － △170,522

未払金の増減額  △27,989 243,981

預り金の増減額  9,947 34,081

前受金の増減額  224,603 △224,781

未払消費税の増減額  － 46,720

匿名組合分配損益  △132,619 △37,292

匿名組合損益分配額  88,762 －

その他  22,483 △51,190

小計  2,168,622 2,864,984

利息及び配当金の受取額  2,104 4,597

利息の支払額  △375 △6,944

匿名組合現金受取額  400,336 －

匿名組合現金分配額  △379,683 －

法人税等の還付額  244 61,853

法人税等の支払額  △725,255 △1,389,638

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,465,994 1,534,852
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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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

区分
注記
番号

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  △59,328 △8,404

無形固定資産の取得による支出  △8,415 △2,136

投資有価証券の取得による支出  △1,611,575 △2,375,417

投資有価証券の出資返還による収入  68,845 1,712,629

その他の関係会社有価証券の取得による支出  － △2,008,390

その他の関係会社有価証券の売却・出資返還
による収入

 － 180,661

匿名組合出資による支出  △67,975 △313,789

匿名組合出資の出資返還による収入  75,779 67,003

出資金の取得による支出  △201,598 △157,314

出資金の譲渡・売却による収入  94,532 53,324

金銭信託受益権の取得による支出  △377,300 △416,735

金銭信託受益権の出資返還による収入  5,619 180,847

敷金及び保証金の差入による支出  △103,469 △217,095

貸付による支出  △722,150 △1,374,571

貸付金の回収による収入  719,150 186,026

貸付金の購入による支出  － △3,817,672

貸付金の売却による収入  － 1,251,392

その他  17,734 4,382

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,170,150 △7,055,259

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

 　　 短期借入による収入  － 3,561,480

株式の発行による収入  59,289 51,308

少数株主からの払込みによる収入  － 1,035,377

配当金の支払額  － △118,671

少数株主への分配金の支払額  － △13,780

その他  △1,760 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  57,529 4,515,715

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － 157

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △646,626 △1,004,534

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,501,024 1,854,397

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  － 60,122

Ⅷ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  － △20,845

Ⅸ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,854,397 889,139
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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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18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　　12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

SCJREP Ⅱ NK Partnership任意組合

SCJREP Asia NK Partnership任意組

合

SCJ・リアルエステート・メザニ

ン・パートナーズⅠ投資事業有限責

任組合

アシュウッド・ツー㈲

SCJ-RMF-B投資事業有限責任組合

エス・アール・エフ虎ノ門有限責任

中間法人

　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、当連

結会計年度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,

アシュウッド・ツー㈲、SCJ-RMF-B

投資事業有限責任組合及びエス・

アール・エフ虎ノ門有限責任中間法

人は、一時的支配に該当しなくなっ

たため、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。

　SCJREP NK Partnership任意組合、

SCJREP Ⅱ NK Partnership任意組合、

SCJREP Asia NK Partnership任意組

合は、重要性が増加したため当連結

会計年度より連結の範囲に含めてお

ります。

　SCJ・リアルエステート・メザニ

ン・パートナーズⅠ投資事業有限責

任組合は、当連結会計年度に新規に

設立し、連結の範囲に含めておりま

す。
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項目
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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

(2）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㈲

(2）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㈲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。

連結の範囲から除いた理由

同左

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用した関連会社

　該当事項はありません。

(1）持分法を適用した関連会社

J-STAR㈱

 　　J-STAR一号投資事業有限責任組合

　J-STAR㈱は、当連結会計年度に新規

に設立し、持分法適用の範囲に含めて

おります。

　J-STAR一号投資事業有限責任組合は、

当連結会計年度に新規に設立し、重要

性が増加したため持分法適用の範囲に

含めております。

　China Real EstateⅠLimited及び

China Real Estate Ⅴ Limitedは、当

連結会計年度に新規に設立し、持分法

適用の範囲に含めておりましたが、売

却に伴い除外しております。

(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

(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 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㈲

(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 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㈲

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。

持分法を適用しない理由

同左
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項目
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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

　連結子会社のうち、SCJ・リアルエス

テート・メザニン・パートナーズⅠ投資事

業有限責任組合及びエス・アール・エフ虎

ノ門有限責任中間法人の決算日は１月末日

であります。連結財務諸表の作成にあたっ

ては、連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。

　その他の連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

（外貨建その他有価証券は、決

算日直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は評価差額と

して処理しております。また評

価差額は全部資本直入法により

処理しております。）

（匿名組合出資金は個別法に

よっており、詳細は「４(7）イ

　匿名組合出資金の会計処理」

に記載しております。）

（投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）につい

ては、持分相当額を純額で取り

込む方法によっております。）

(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、決

算日直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は評価差額と

して処理しております。また評

価差額は全部純資産直入法によ

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「４(7）イ

　匿名組合出資金の会計処理」

に記載しております。）

（投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）につい

ては、持分相当額を純額で取り

込む方法によっております。）

ロ　　　　　―――――― ロ　デリバティブ

時価法

(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。
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項目
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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

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

(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　株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

(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

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。

ロ　賞与引当金

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

(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。

同左

(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

(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

同左
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項目
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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18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、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　　　　　――――――

ハ　　　　――――――

　

ハ　買取債権の会計処理

　買取債権の代金回収に際しては、個

別債権毎に回収代金を「買取債権」の

取得原価より減額し、個別債権毎の回

収代金が取得原価を超過した金額を純

額で「売上」に計上しております。

ニ　消費税等の会計処理

　税抜方式により処理しております。

ニ　消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法に

ついては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

――――――

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　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
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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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18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）

　当連結会計年度から「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）

　当連結会計年度から「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6,589,411千円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の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

に関する実務報告）

　当連結会計年度から「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

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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

―――――― （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、前連結会計年度まで投資その他

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（前連結会計年度74,700千円）を、当連結会計年

度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59,700千円増加してお

ります。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度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」（前連結会計年度△5,210千円）は、金額的重要

性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。

　前連結会計年度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」（前連結会計年度△36,867千

円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より

区分掲記しております。

（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、前連結会計年度まで投資活動に

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、当連結会計年度よりそれぞれ「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、当連結会計年度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76,857千円であ

ります。

追加情報

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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
平成17年12月31日

当連結会計年度
平成18年12月31日

※１　非連結子会社及び関連会社に対する出資金

195,935千円

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは以下のと

おりであります。

投資有価証券（株式） 85,315千円

その他の関係会社有価証券（出

資金）
963,510千円

その他（出資金） 87,866千円

　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

越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結して

おります。

当座貸越限度額 1,300,000千円

借入実行残高 －千円

当座貸越限度額及び貸出コミッ

トメントの総額
3,600,000千円

借入実行残高 －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　　　　　　　　――――――

違約金支払義務 255,000千円

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式118,679.85株で

あります。

※４　　　　　　　　――――――

※５　自己株式の保有数

　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

※５　　　　　　　　――――――

普通株式 8.85株

（連結損益計算書関係）

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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

※１　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※１　　　　　　　　――――――

車両及び運搬具 159千円

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工具器具及び備品 2,015千円 工具器具及び備品 482千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式　（注１） 118,679.85 2,700 8.85 121,371

合計 118,679.85 2,700 8.85 121,371

自己株式     

普通株式　（注２） 8.85 － 8.85 －

合計 8.85 － 8.85 －

　　（注）１．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．普通株式の自己株式の減少8.85株は、自己株式の消却による減少であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 当連結会計年度末残高（千円）

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 2,332

合計 2,332

３．配当に関する事項

（１）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

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月28日

定時株主総会
普通株式 182,056 利益剰余金 1,500 平成18年12月31日 平成19年３月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

※　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

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,854,397千円

現金及び現金同等物 1,854,397千円

現金及び預金 889,139千円

現金及び現金同等物 889,139千円

①　リース取引

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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18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
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②　有価証券

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）

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

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

 債券 189,700 198,180 8,480

小計 189,700 198,180 8,480

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

 債券 2,303,964 2,298,500 △5,464

小計 2,303,964 2,298,500 △5,464

合計 2,493,664 2,496,680 3,015

２．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）

非上場株式 84,000

非上場外国証券 466,262

信託受益権 2,051,580

匿名組合出資 350,836

合計 2,952,678

子会社株式及び関連会社株式等 連結貸借対照表計上額（千円）

子会社株式・出資金 164,876

関連会社株式・出資金 883,950

合計 1,048,826

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

 債券

     社債
－ 1,500,000 700,000 －

合計 － 1,500,000 700,000 －
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。

 

(1）取引の内容及び利用目的等

連結子会社（投資事業有限責任組合）において投資事

業に係る金利変動のリスクを回避するため、スワップ取

引を行っております。

 

 

(2）取引に対する取組方針

金利関連のデリバティブ取引については、現在、固定

金利を変動金利に変更する目的で金利スワップを利用し

ているのみであります。

投機目的の取引及びレバレッジ効果の高いデリバティ

ブ取引は行わない方針であります。

 

 

(3）取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引においては、主に市場リスク及び信

用リスクがあります。

市場リスクとして、市場金利の変動によるリスクを有

しております。

信用リスクについては、デリバティブの契約先が信用

度の高い銀行等であるため、契約先の契約不履行により

損失を被るリスクはほとんどないと判断しております。

 

 

(4）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引は、連結子会社（投資事業有限責任

組合）の「投資ガイドライン」に沿って起案され、当社

役職員にて構成される投資委員会の承認を経て実行され

ます。

実行後の運用状況につきましては、四半期毎に開催さ

れる定期投資委員会にて報告が行われます。

２．取引の時価等に関する事項

（1）金利関連

区分 種類

前連結会計年度末

（平成17年12月31日）

当連結会計年度末

（平成18年12月31日）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以

外の取引

金利スワップ取引

固定支払・変動受取
－ － － － 380,000 380,000 5,860 582

合計 － － － － 380,000 380,000 5,860 582

（注）１．時価の算定方法

金利スワップ取引……金利スワップ契約を締結している取引銀行等から提示された価格によっております。

　　　２．上記金利スワップ契約における想定元本は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すもの

ではありません。
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④　ストック・オプション等

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び数
当社役員、従業員及び顧問

31名

当社及び当社関連会社従業

員13名
当社従業員13名

ストック・オプション数 普通株式　20,466株 普通株式　756株 普通株式　6,156株

付与日 平成14年８月15日 平成15年１月22日 平成15年７月23日

権利確定条件

付与日（平成14年８月15

日）以降、権利確定日（注

１）まで継続して勤務して

いること

付与日（平成15年１月22

日）以降、権利確定日（注

１）まで継続して勤務して

いること

付与日（平成15年７月23

日）以降、権利確定日（注

１）まで継続して勤務して

いること

対象勤務期間
付与日以降各権利確定日ま

で

付与日以降各権利確定日ま

で

付与日以降各権利確定日ま

で

権利行使期間
平成14年８月15日から

平成24年８月14日まで

平成15年１月22日から

平成25年１月21日まで

平成15年７月23日から

平成25年７月22日まで

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

付与対象者の区分及び数
当社役員１名及び従業員１

名
当社役員２名 当社従業員２名

ストック・オプション数 普通株式　6,750株 普通株式　600株 普通株式　1,797株

付与日 平成16年１月15日 平成17年４月１日 平成17年10月３日

権利確定条件

付与日（平成16年１月15

日）以降、権利確定日（注

２）まで継続して勤務して

いること

権利確定条件は付されてお

りません。

付与日（平成17年10月３

日）以降、権利確定日（注

３）まで継続して勤務して

いること

対象勤務期間
付与日以降各権利確定日ま

で

対象勤務期間の定めはあり

ません。

付与日以降各権利確定日ま

で

権利行使期間
平成16年１月15日から

平成26年１月14日まで

平成17年10月１日から

平成23年９月30日まで

平成19年３月30日から

平成23年９月30日まで

 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

付与対象者の区分及び数 当社従業員40名 当社従業員６名 当社従業員４名

ストック・オプション数 普通株式　2,310株 普通株式　1,290株 普通株式　1,100株

付与日 平成17年10月３日 平成18年３月１日 平成18年４月28日

権利確定条件

付与日（平成17年10月３

日）以降、権利確定日（注

３）まで継続して勤務して

いること

付与日（平成18年３月１

日）以降、権利確定日（注

３）まで継続して勤務して

いること

付与日（平成18年４月28

日）以降、権利確定日（注

３）まで継続して勤務して

いること

対象勤務期間
付与日以降各権利確定日ま

で

付与日以降各権利確定日ま

で

付与日以降各権利確定日ま

で

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

平成19年３月30日から

平成23年９月30日まで

平成20年３月31日から

平成24年９月30日まで

　    （注）１．新株予約権は、新株予約権の行使期間の初日から始まる３年間の期間中、分割して半年毎（１月１日及

び７月１日）に行使権限が発生します。ただし、新株予約権の被付与者は、新株予約権の権限発生時まで、

当社または当社の関連会社の取締役、監査役、役員、従業員、顧問またはコンサルタントであり続けなけ

ればなりません。その他の条件については、当社と新株予約権の被付与者との間で締結される「新株予約
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権付与契約」に基づき規定されております。

　　　　　　２．新株予約権は、新株予約権の行使期間の初日から始まる２年間の期間中、分割して１年毎（１月１日）

に行使権限が発生します。その他の条件については、当社と新株予約権の被付与者との間で締結される「新

株予約権付与契約」に基づき規定されております。

　　　　　　３．新株予約権は、新株予約権の行使期間の初日から始まる複数年の間に、分割して行使権限が発生します。

ただし、新株予約権の被付与者は、新株予約権の権限発生時まで、当社または当社の関係会社の取締役、

監査役もしくは従業員でなければなりません。その他の条件については、当社と新株予約権の被付与者と

の間で締結される「新株予約権割当契約」に基づき規定されております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
第１回新
株予約権

第２回新
株予約権

第３回新
株予約権

第４回新
株予約権

第５回新
株予約権

第６回新
株予約権

第７回新
株予約権

第８回新
株予約権

第９回新
株予約権

権利確定前（株）          

前連結会計年度末 － 324 1,944 5,130 234 1,797 2,310 － －

付与 － － － － － － － 1,290 1,100

失効 － － △27 － － － △555 － －

権利確定 － △324 △1,917 △3,159 △156 － － － －

未確定残 － － － 1,971 78 1,797 1,755 1,290 1,100

権利確定後（株）          

前連結会計年度末 10,476 － 2,187 1,620 366 － － － －

権利確定 － 324 1,917 3,159 156 － － － －

権利行使 △1,323 △270 △1,107 － － － － － －

未行使残 9,153 54 2,997 4,779 522 － － － －

②　単価情報

 
第１回新
株予約権

第２回新
株予約権

第３回新
株予約権

第４回新
株予約権

第５回新
株予約権

第６回新
株予約権

第７回新
株予約権

第８回新
株予約権

第９回新
株予約権

権利行使価格（円） 19,075 19,075 19,075 19,075 323,289 264,075 264,075 485,205 459,948

行使時平均株価（円) 444,980 455,700 403,049 － － － － － －

公正な評価単価（付与

日）
－ － － － － － － － －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　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、記載を省略しております。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　勤務条件の不達成等による将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方

法を採用しております。

４．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、連結財務諸表への影響はありません。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
平成17年12月31日

当連結会計年度
平成18年12月31日

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）  

（流動資産）  

未払事業税 51,176千円

未払費用 8,909千円

賞与引当金損金算入限度超

過額
10,175千円

前受金 95,202千円

その他 743千円

繰延税金資産（流動）合計 166,207千円

  

（固定資産）  

減価償却費繰入限度超過額 295千円

繰延税金負債（固定）との

相殺
△295千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

  

（繰延税金負債）  

（流動負債）  

還付事業税 7千円

  

（固定負債）  

その他有価証券評価差額金 4,331千円

繰延税金資産（固定）との

相殺
△295千円

繰延税金負債（固定）合計 4,036千円

（繰延税金資産）  

（流動資産）  

未払事業税 68,595千円

未払費用 6,318千円

賞与引当金損金算入限度超

過額
17,094千円

匿名組合出資金評価額 2,772千円

その他 1,777千円

繰延税金負債（流動）との

相殺
△272千円

繰延税金資産（流動）合計 96,284千円

  

（固定資産）  

減価償却費繰入限度超過額 209千円

その他有価証券評価差額金 94千円

繰延税金負債（固定）との

相殺
△209千円

繰延税金資産（固定）合計 94千円

  

（繰延税金負債）  

（流動負債）  

還付事業税 200千円

その他 72千円

繰延税金資産（流動）との

相殺
△272千円

繰延税金負債（流動）合計 －千円

  

（固定負債）  

その他有価証券評価差額金 8,898千円

繰延税金資産（固定）との

相殺
△209千円

繰延税金負債（固定）合計 8,689千円

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略しております。

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 1,896,394 3,189,415 5,085,809 920,034 6,005,843

減価償却費 7,757 2,756 10,514 9,679 20,194

資本的支出 24,235 8,922 33,158 35,775 68,933

　（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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は920,034千円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現金及び前払費用）、未収入金、敷金及び保証金等であります。

５．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。
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当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31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 2,891,443 3,356,350 6,247,793 － 6,247,793

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 2,891,443 3,356,350 6,247,793 － 6,247,793

営業費用 1,668,355 865,856 2,534,212 343,385 2,877,598

営業利益 1,223,087 2,490,494 3,713,581 (343,385) 3,370,195

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 11,299,437 1,069,887 12,369,325 1,354,921 13,724,246

減価償却費 9,023 3,321 12,345 12,813 25,158

資本的支出 2,889 1,063 3,952 5,397 9,350

　（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343,385千円であり、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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,354,921千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び前払費用）、未収入金、敷金及び保証金等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、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

　前連結会計年度及び当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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⑦　関連当事者との取引

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）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

ジョン・

ポール・

トッピーノ

－ －
当社代表

取締役

（被所有）

直接 5.5
－ －

社宅賃貸会

社負担

22,460

（注１）
前払費用 2,700

役員及び

その近親

者

ジョン・

ポール・

トッピーノ

－ －
当社代表

取締役

（被所有）

直接 5.5
－ － 医療保険

1,200

（注２）
未払金 122

役員及び

その近親

者

ジョン・

ポール・

トッピーノ

－ －
当社代表

取締役

（被所有）

直接 5.5
－ － 帰国費用

1,121

（注２）
未払金 1,121

役員 若色　和夫 － －
当社監査

役
－ － －

ストックオ

プションの

付与

－

（注３）
－ －

役員 宇野　紘一 － －
当社監査

役
－ － －

ストックオ

プションの

付与

－

（注３）
－ －

　１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には含まれております。

　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　（注）１．役員の社宅賃貸は、個別契約に基づき一部会社が負担しております。また、当該役員より社宅費用として

9,674千円徴収しております。

　　　　　２．福利厚生関係費用については、個別契約に基づき会社が負担しております。

　　　　　３．平成17年３月30日開催の定時株主総会及び取締役会において、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規

定に基づき、新株予約権の付与が決議されたことによるものであります。当該新株予約権を以下のとおり付

与しております。

氏名 付与（株） 行使価額（円）

若色　和夫 150 145,479,900

宇野　紘一 50 48,493,300

平成17年８月19日付けの株式分割（１：３）により、付与株数は450株及び150株に調整されております。

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

ジョン・

ポール・

トッピーノ

－ －
当社代表

取締役

（被所有）

直接 5.1
－ －

社宅賃貸会

社負担

21,060

（注１）
前払費用 2,700

役員及び

その近親

者

ジョン・

ポール・

トッピーノ

－ －
当社代表

取締役

（被所有）

直接 5.1
－ － 医療保険

1,477

（注２）
未払金 131

役員及び

その近親

者

ジョン・

ポール・

トッピーノ

－ －
当社代表

取締役

（被所有）

直接 5.1
－ － 帰国費用

965

（注２）
－ －

　１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には含まれております。

　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　（注）１．役員の社宅賃貸は、個別契約に基づき一部会社が負担しております。また、当該役員より社宅費用として

11,340千円徴収しております。

　　　　　２．福利厚生関係費用については、個別契約に基づき会社が負担しております。
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（１株当たり情報）

項目
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

当連結会計年度
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 39,077円31銭 54,291円48銭

１株当たり当期純利益 10,433円81銭 16,628円27銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8,787円49銭 14,248円98銭

　（注）１．１株当たり当期純資産額の算定上の基礎

 
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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

純資産の部の合計額 － 8,581,930千円

純資産の部の合計額から控除する金額 － 1,992,518千円

（うち新株予約権） (－) (2,332千円)

（うち少数株主持分） (－) (1,990,186千円)

普通株式に係る期末の純資産額 － 6,589,411千円

期末の普通株式の数 － 121,371株

　　　　２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 
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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

当期純利益 1,222,429千円 2,003,033千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益 1,222,429千円 2,003,033千円

普通株式の期中平均株式数 117,160株 120,460株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

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　　　　　21,950株 新株予約権　　　　　20,114株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

平成17年３月30日

　定時株主総会特別決議

　　新株予約権　　　　 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　　　 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
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（重要な後発事象）

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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

（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。

　該当事項はありません。
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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、当該事項はありません。

(2）受注実績

　該当事項はありません。

(3）販売実績

　当連結会計年度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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

前年同期比
（％）

金額（千円） 金額（千円）

不動産投資・アセットマネジメント事

業
1,922,469 2,891,443 50.4

債権投資・管理回収事業 2,458,408 3,356,350 36.5

合計 4,380,878 6,247,793 42.6

　（注）　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

当連結会計年度
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

エー・エヌ・キャピタル有限会社 575,081 13.1 46,303 0.7

アザブ・クレジット・マネジメント・カンパ

ニー・リミテッド
315,674 7.2 1,724,296 27.6

　（注）　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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