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１．平成19年12月期第３四半期の連結業績（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

19年12月期第３四半期 5,518 24.6 2,839 12.7 2,793 10.9 1,484 0.3

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

18年12月期 6,247 － 3,370 － 3,379 － 2,003 －

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

19年12月期第３四半期 12,222 23 10,055 39

18年12月期第３四半期 12,310 55 10,511 97

18年12月期 16,628 27 14,248 98

(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

19年12月期第３四半期 23,031 9,789 34.1 64,615 98

18年12月期第３四半期 7,320 6,132 82.9 49,989 62

18年12月期 13,724 8,581 48.0 54,291 48

(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

19年12月期第３四半期 △1,234 △2,914 7,758 4,519

18年12月期第３四半期 1,131 △822 △67 2,114

18年12月期 1,534 △7,055 4,515 889

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 0 00 0 00 0 00 1,500 00 1,500 00

19年12月期 0 00 0 00 0 00 －  

19年12月期（予想） －  －  －  1,500 00 1,500 00
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３．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）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,125 30.1 4,270 26.7 4,210 24.6 2,315 15.6 19,061 03

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　有

新規 １社 （SCJREP Asia Management, L.P.） 除外 －社  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(2）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

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）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。

５．個別業績の概要（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

19年12月期第３四半期 2,336 20.2 269 58.1 2,365 91.3 2,200 90.8

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

18年12月期 2,838 － 258 － 1,329 － 1,204 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年12月期第３四半期 18,116 60

18年12月期第３四半期 9,599 53

18年12月期 10,000 38

(2）個別財政状態  

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

19年12月期第３四半期 12,738 6,274 49.2 51,646 13

18年12月期第３四半期 4,781 4,214 88.1 34,706 70

18年12月期 6,526 4,268 65.4 35,148 21

６．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日　～　平成19年12月31日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,560 25.4 710 174.6 2,810 111.3 2,420 100.9 19,925 57

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 平成19年2月15日に公表いたしました通期連結業績見通しについて、売上高8,125百万円（前年同期比30.1％増）、経常

利益4,210百万円（前年同期比24.6％増）、当期純利益2,315百万円（前年同期比15.6％増）に修正し、今後の業務の進

捗を見ながら業績予想の変更の必要が生じた場合には公表することといたします。また、通期個別業績予想についても、

連結業績同様、平成19年2月15日に公表いたしました収益見通しを売上高3,560百万円（前年同期比25.4％増）、経常利

益2,810百万円（前年同期比111.3％増）、当期純利益2,420百万円（前年同期比100.9％増）に修正いたします。 

 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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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第3四半期連結会計期間（平成19年1月1日～平成19年9月30日）において、我が国経済は堅調な企業部門を中心に総

じて緩やかな拡大が続き、日銀の金融政策については、経済・物価情勢の改善度に応じたペースでの緩やかな金利の引

き上げ観測が継続しました。夏以降、米国サブプライムローン問題を契機とした国際金融資本市場の動揺が見られまし

たが、日本を含むアジア地域の不動産資本市場への影響は欧米と比較し軽微にとどまっています。日本の不動産市場で

は、首都圏の一等地における大型商業ビルなどの取得競争が相次ぎ、国内外投資家及び民間企業の投資意欲は依然旺盛

でした。

　当社グループは不動産ファンドの運用のほか、不動産メザニン・ファンドやプライベート・エクイティ・ファンド等

についても運用体制を構築し、オルタナティブ資産運用会社として業容の拡大を図りつつあります。不動産ファンドに

ついては投資家層の拡大と分散を促進するため、既存ファンドの運用実績（トラックレコード）に基づき拡大後継ファ

ンドを組成すると共に、従来と異なる資産クラスや投資戦略による新規ファンド組成の準備に注力しました。不動産メ

ザニン・ファンドやプライベート・エクイティ・ファンドの組成についてもさらなる進展がみられました。メザニンロー

ンはシニアローンとエクイティ出資の中間的な資金調達の形態で、メザニン・ファンドはメザニンロ－ンを提供するこ

とを目的としています。サブプライムローン問題の影響を受け、シニアローンのレンダーが保守的になっているため、

同ファンドにとり良好な市場環境のもとで、資産の取得を有利に進めています。またプライベート・エクイティ・ファ

ンドも既に3件の投資を実行しています。一方、当社グループが海外において計画していた公募ファンドの上場について

は、内外のREIT市場の急激な悪化等を受け、同計画を私募ファンドに切り替え、組成の準備を進めています。

　当第3四半期連結会計期間における連結売上高は、不動産投資・アセットマネジメント事業の拡大に伴い、5,518百万

円（前年同期比24.6％増）となりました。連結営業利益は、上記の公募ファンド等を含むファンド組成関連費用などが

嵩んだため、連結売上高を下回る増加率となり、金額では2,839百万円（前年同期比12.7％増）となりました。また連結

純利益は、事務所移転に係る費用などの特別損失もあり、1,484百万円（前年同期比0.3％増）となりました。これらの

費用増加はいずれも今後の当社グループの事業拡大を支える一過性のものであり、事業は引き続き順調に拡大していま

す。平成19年9月30日現在における受託資産残高合計は、SCJREP Asiaファンドによる不動産資産の積極的な購入及び第

三者向けアセットマネジメント業務の受託資産の増加等により5,062億円（平成18年12月期末比82％増）となりまし

た。

事業セグメント別の業績は下記の通りであります。

① 不動産投資・アセットマネジメント事業

　第3号不動産オポチュニティファンドであるSCJREP Asiaファンド（投資可能総額約3,550億円）は、ファンドの規模拡

大により大型商業施設等の取得を行うことができました。平成19年6月には、他機関投資家とともに、1,600億円を超え

る三菱ふそうトラック・バス株式会社の事業用資産の取得に成功しました。昨今企業は、株主価値向上のため、事業用

不動産・遊休資産の売却等により資産の効率性を向上させることを重要な経営課題としています。上記の取引は不動産

ファンドが当分野で重要な役割を担うことを示すものとなりました。また中国資産の取得も順調に進捗し本年9月末迄に

合計約118億円の取得を完了しています。当社グループの運営するファンドの運用実績に対する顧客投資家やゲートキー

パーの評価の高まりを背景として、ファンド規模の拡大が可能になり、それが大型案件の取得能力につながるようにな

りました。この結果、当第3四半期連結会計期間における不動産投資・アセットマネジメント事業のアクイジション・

フィー及びアセットマネジメント・フィーはそれぞれ前年同期比1881.0％増及び69.9％増と大幅に増加しています。

　第1号不動産オポチュニティファンド（SCJREPⅠファンド）については、当第3四半期連結会計期間に運用利回りが最

低目標収益率（ハードルレート）を下回らないことが確実となり、ファンド内で収益変動引当金として積み立てられて

いたインセンティブ・フィーの分配が行われました。また、第2号不動産オポチュニティファンド（SCJREPⅡファンド）

については、新規案件に投資を行うとともに、バリューアップの完了したポートフォリオ資産の売却を進め、これらが

ディスポジション・フィー、インセンティブ・フィーの計上に寄与しております。

　平成16年10月に組成した居住用物件対象の私募不動産投資ファンド（SCJRFⅠファンド）については既に全額投資済み

となり、出口戦略の検討及び、後継ファンドの組成を今年度内に完了すべく準備を進めています。

　不動産メザニン投資ファンド（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）は、本年

9月10日に追加募集を完了し、同ファンドの出資総額（出資約束総額）は約142億円（レバレッジを含む投資可能総額は

400～500億円）となりました。　　　

　また、当社グループの関連会社であるJ-STAR株式会社は、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、非公開の中堅企業に対する投資活動を行っています。同ファンドについては9月末日に国内

投資家からの追加募集を終了し、約85億円の調達を完了しています。現在海外投資家から追加募集を進めており、今第

４四半期に最終募集を完了する予定です。

　以上の結果、本事業における売上高は4,042百万円（前年同期比186.5％増）、営業利益は2,207百万円（前年同期比
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553.0％増）の増収増益となりました。また、同事業の受託資産残高合計は4,213億円（平成18年12月期末比120％増）と

なりました。

② 債権投資・管理回収事業

　債権投資の受託資産に関しては、当第3四半期連結会計期間に新規顧客となった外資系投資家が購入した債権について

サービシング業務を開始しており、当該投資家に係る受託資産は今後拡大する見込みであります。また受託資産の回収

については、不動産市況が継続して好調なことから順調に推移していますが、昨年同時期のような特定の回収案件によ

る多額の成功報酬の売上計上はなく、当第3四半期連結会計期間における債権投資・管理回収事業の収益は前年同期比で

は大幅な減少となりました。 当社グループは引き続き回収業務におけるビジネス機会の発掘に努力する一方、多様な投

資家との関係構築を推進して行く方針です。

　以上の結果、本事業における売上高は1,476百万円（前年同期比51.1％減）、営業利益は890百万円（前年同期比

63.3％減）といずれも前年同期比で減少しました。また、当第3四半期連結会計期間における受託資産残高は849億円（平

成18年12月期末比1％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　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、四半期純利益を計上したもの

の当社グループが運用するファンドにおける預け金の増加により営業活動によるキャッシュ・フローが減少し、また、

信託受益権及び貸付金の購入等により投資活動によるキャッシュ・フローも減少しましたが、円貨建転換社債型新株予

約権付社債の発行及び当社グループが運用するファンドによる借入の実行等により財務活動によるキャッシュ・フロー

が増加したことにより、期首残高よりも3,630百万円増加し、4,519百万円となりました。

　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の結果使用した資金は1,234百万円（前年同期は1,131百万円の増加）と

なりました。これは、税金等調整前当期純利益を2,702百万円計上したものの、当社が運用するファンドでの預け金が

2,327百万円増加したこと、法人税等を1,889百万円支払っ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）

　当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は2,914百万円(前年同期比254.6％増）となりました。

これは、余剰資金の有価証券(政府短期証券等）による運用を行ったこと、当社グループが運用するファンドにおいて信

託受益権及び貸付金を購入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）

　当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は7,758百万円（前年同期は67百万円の減少）となり

ました。これは、円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行及び当社グループが運用するファンドによる短期借入金に

より各々5,972百万円及び960百万円の収入があったことが主な要因です。

３．業績予想に関する定性的情報

　通期連結業績予想については、SCJREP Asiaファンドの規模の拡大に伴い大型商業施設案件や地方自治体所有資産案件、

中国案件への積極的な取組みによりアクイジション・フィーが収益に大きく貢献する見込みであり、不動産投資・アセッ

トマネジメント事業は引き続き拡大基調で推移すると考えています。不動産メザニン投資ファンド（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）については9月における最終募集完了以降、資産の取得を積

極的に進め、着実にアクイジション・フィー及びアセットマネジメント・フィーを増加させています。一方、各ファン

ドが今年度に予定している資産の取得及びポートフォリオ資産の一部売却の時期が、契約相手先の事情等により来年度

になる可能性があります。またSCJRF1の後継ファンドの組成を年内に完了すべく準備中ですが、一部の投資家の契約締

結時期についてなお流動的要素があり、当社グループのアクイジション・フイーやディスポジション・フィーの計上に

ついて不確定性が存在します。従って、平成19年2月15日に公表いたしました通期連結業績予想については、売上高8,125

百万円（前年同期比30.1％増）、経常利益4,210百万円（前年同期比24.6％増）、当期純利益2,315百万円（前年同期比

15.6％増）に修正し、今後の業務の進捗を見ながら業績予想の変更の必要が生じた場合には公表することといたします。

また、通期個別業績予想についても、連結業績同様平成19年2月15日に公表いたしました収益見通しを売上高3,560百万

円（前年同期比25.4％増）、経常利益2,810百万円（前年同期比111.3％増）、当期純利益2,420百万円（前年同期比

100.9％増）に修正いたします。 

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

 重要性が増加したため当第３四半期連結会計期間よりSCJREP Asia Management, L.P.を連結の範囲に含めております。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19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18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 4,519,569 889,139

２　売掛金 788,580 475,624 974,367

３　有価証券 － 2,298,127 －

４　買取債権 － 288,022 293,071

５　短期貸付金 7,081 － 7,081

６　未収入金 174,122 208,259 129,454

７　繰延税金資産 167,255 198,213 96,284

８　預け金 ※２ － 2,471,631 143,899

９　その他 348,167 758,572 238,351

　　貸倒引当金 － △34,666 －

流動資産合計 3,599,822 49.2 11,183,355 48.6 2,771,649 20.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 ※１  42,302  116,532  40,633

(2）工具器具及び備品 ※１  32,757  30,620  28,967

有形固定資産合計 75,060 1.0 147,152 0.6 69,600 0.5

２　無形固定資産 9,751 0.1 9,433 0.0 9,060 0.1

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 2,789,216  6,881,109 5,534,674

(2）その他の関係会社有
価証券

490,133 2,398,723 963,510

(3）長期貸付金 ※２ －  1,971,904 3,812,394

(4）敷金及び保証金 258,198 306,839 458,123

(5）その他 98,416 133,099 105,231

投資その他の資産合計 3,635,964 49.7 11,691,676 50.8 10,873,935 79.2

固定資産合計 3,720,776 50.8 11,848,262 51.4 10,952,596 79.8

資産合計 7,320,598 100.0 23,031,618 100.0 13,724,246 100.0
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前第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19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18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　短期借入金 ※２ － 4,521,485  3,561,480  

２　未払金 134,484 399,627 366,151

３　未払法人税等 643,735 689,290 802,564

４　繰延税金負債 3,493 － －

５　預り金 124,773 169,331 212,330

６　賞与引当金 120,000 187,333 42,000

７　その他 154,433 103,882 149,100

流動負債合計 1,180,919 16.1 6,070,949 26.4 5,133,626 37.4

Ⅱ　固定負債

１　社債 ※２ － 1,153,360 －

２　新株予約権付社債 － 6,000,000 －

３　繰延税金負債 7,026 17,536 8,689

固定負債合計 7,026 0.1 7,170,896 31.1 8,689 0.1

負債合計 1,187,945 16.2 13,241,846 57.5 5,142,315 37.5

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１　資本金 1,199,465 16.4 1,200,253 5.2 1,199,465 8.7

２　資本剰余金 1,167,441 15.9 1,168,214 5.1 1,167,441 8.5

３　利益剰余金 3,678,681 50.3 5,499,361 23.9 4,197,111 30.6

４　自己株式 △5,461 △0.1 － － － －

　株主資本合計 6,040,127 82.5 7,867,829 34.2 6,564,019 47.8

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 △4,795 △0.0 12,852 0.1

２　為替換算調整勘定 11,670 0.2 △15,293 △0.1 12,540 0.1

　評価・換算差額等合計 27,163 0.4 △20,089 △0.1 25,392 0.2

Ⅲ　新株予約権 2,332 0.0 2,317 0.0 2,332 0.0

Ⅳ　少数株主持分 63,029 0.9 1,939,714 8.4 1,990,186 14.5

純資産合計 6,132,653 83.8 9,789,771 42.5 8,581,930 62.5

負債純資産合計 7,320,598 100.0 23,031,618 100.0 13,724,246 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19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）
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 5,518,762 100.0 6,247,793 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,909,234 43.1 2,679,300 48.5 2,877,598 46.1

営業利益 2,519,741 56.9 2,839,461 51.5 3,370,195 53.9

Ⅲ　営業外収益

１　受取利息 442 10,262 470

２　受取配当金 5,000 2,000 5,000

３　為替差益 － 33,579 13,350

４　持分法投資利益 － 8,226 －

５　その他 927 6,370 0.1 656 54,726 1.0 1,622 20,444 0.4

Ⅳ　営業外費用

１　支払利息 － 66,295 10,638

２　新株発行費 193 － －

３　社債発行費 － 28,641 －

４　為替差損 2,724 － －

５　持分法投資損失 4,323 － 384

６　その他 － 7,241 0.1 6,165 101,102 1.9 193 11,216 0.2

経常利益 2,518,870 56.9 2,793,085 50.6 3,379,423 54.1

Ⅴ　特別損失

１　固定資産除却損 ※２ 289 175 482

２　本社移転関連費用 ※３ － 90,844 －

３　その他  － 289 0.0 － 91,020 1.6 1,142 1,625 0.0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

2,518,581 56.9 2,702,065 49.0 3,377,798 54.1

法人税、住民税及び事
業税

1,040,301 1,182,670 1,346,229

法人税等調整額 △862 1,039,439 23.5 △82,317 1,100,352 20.0 70,013 1,416,243 22.7

少数株主損益 － － 117,406 2.1 △41,478 △0.7

四半期（当期）純利益 1,479,141 33.4 1,484,305 26.9 2,003,033 32.1
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第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

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額 － － △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第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

－ － － － －

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

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

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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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 787 772 － 1,560

剰余金の配当 － － △182,056 △182,056

四半期純利益 － － 1,484,305 1,484,305

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

－ － － －

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
787 772 1,302,249 1,303,809

平成19年９月30日残高（千円） 1,200,253 1,168,214 5,499,361 7,867,829

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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 － － － － － 1,560

剰余金の配当 － － － － － △182,056

四半期純利益 － － － － － 1,484,305

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

△17,647 △27,834 △45,481 △15 △50,472 △95,968

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
△17,647 △27,834 △45,481 △15 △50,472 1,207,841

平成19年９月30日残高（千円） △4,795 △15,293 △20,089 2,317 1,939,714 9,789,771
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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額 － － △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額 － － － － － △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
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(4）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

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成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） 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 2,702,065 3,377,798

減価償却費 18,704 25,740 25,158

賞与引当金の増減額 95,000 145,333 17,000

貸倒引当金の増減額 － 34,666 －

受取利息及び受取配当金 △5,443 △12,262 △5,470

支払利息 － 66,295 10,638

持分法投資利益 － △8,226 －

持分法投資損失 4,323 － －

新株発行費 193 － －

有形固定資産除却損 289 39,972 482

売上債権の増減額 75,101 316,590 △111,726

未収入金の増減額 △14,465 △90,805 52,110

預け金の増減額 － △2,327,732 －

未払金の増減額 10,102 37,532 243,981

預り金の増減額 △54,910 △42,999 34,081

前受金の増減額 △191,585 1,969 △224,781

匿名組合等分配損益 △4,990 △199,911 △37,292

その他 9,484 △73,586 △516,996

小計 2,460,384 614,641 2,864,984

利息及び配当金の受取額 4,391 7,909 4,597

利息の支払額 － △63,511 △6,944

法人税等の還付額 61,853 96,700 61,853

法人税等の支払額 △1,395,401 △1,889,795 △1,389,638

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,131,228 △1,234,055 1,534,852
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前第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）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 － △2,293,295 －

有形固定資産の取得による支出 △7,907 △140,968 △8,404

無形固定資産の取得による支出 △1,217 △2,669 △2,136

投資有価証券の取得による支出 △669,691 △61,685 △2,375,417

投資有価証券の売却・出資返還による収入 1,614,569 632,793 1,712,629

その他の関係会社有価証券の取得による支

出
△1,188,514 △1,590,167 △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
3,040 675,591 180,661

匿名組合出資による支出 △313,789 △223,476 △313,789

匿名組合出資の出資返還による収入 60,054 177,334 67,003

出資金の取得による支出 △177,314 △22,000 △157,314

出資金の譲渡・売却等による収入 75,660 20,300 53,324

金銭信託受益権等の取得による支出 △215,270 △2,115,028 △416,735

金銭信託受益権等の出資返還による収入 17,200 35,655 180,847

敷金及び保証金の差入による支出 △18,080 △12,554 △217,095

貸付による支出 △190,107 △128,570 △1,374,571

貸付金の回収による収入 186,026 4,547,448 186,026

貸付金の購入による支出 － △2,577,392 △3,817,672

その他 3,292 163,837 1,255,774

投資活動によるキャッシュ・フロー △822,049 △2,914,849 △7,055,259

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 － 960,005 3,561,480

社債の発行による収入 － 7,124,719 －

株式の発行による収入 51,308 1,540 51,308

少数株主からの払込みによる収入 － 681,016 1,035,377

配当金の支払額 △118,671 △182,056 △118,671

少数株主への分配金の支払額 － △826,286 △13,780

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,362 7,758,937 4,515,715

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － 14,840 157

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 241,817 3,624,873 △1,004,534

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,854,397 889,139 1,854,397

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 39,244 5,556 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 － △20,845

Ⅸ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 ※ 2,114,614 4,519,569 889,139
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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
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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　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

SCJREP Ⅱ NK Partnership任

意組合

SCJREP Asia 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、SCJREP Ⅱ NK 

Partnership任意組合及び

SCJREP Asia 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　17社

主要な連結子会社の名称

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

SCJREP Asia Management, 

L.P.

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

SCJ・メザニン・インベスト

メント合同会社

　SCJ・メザニン・インベス

トメント合同会社及びシー・

エス・ジー合同会社は、当第

３四半期連結会計期間に新規

に設立し、連結の範囲に含め

ております。

　SCJREP Asia 

Management, L.P.及びエス・

ジー・ピー有限責任中間法人

は、重要性が増加したため当

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。

　アシュウッド・ワン㈲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。

(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任意組合及び

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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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名 (2）主要な非連結子会社名 (2）主要な非連結子会社名

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㈲

エム・アール・エフ・ツー㈲

SCJREP Ⅰ Management, L.P.

SCJREP Ⅱ Management, L.P.

SCJREP Asia, L.P.

Mountain Recovery Fund Ⅰ㈲

エム・アール・エフ・ツー㈲

SCJREP Ⅰ Management, L.P.

SCJREP Ⅱ Management, L.P.

SCJREP Asia Management, 

L.P.

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

㈲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。

　SCJREP Ⅰ Management, 

L.P.、SCJREP Ⅱ Management, 

L.P.及びSCJREP Asia, L.P.は、

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。

　SCJREP Ⅰ Management, 

L.P.、SCJREP Ⅱ Management, 

L.P.及びSCJREP Asia 

Management, L.P.は、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

　J-STAR㈱

　J-STAR一号投資事業有限責任組

合

(1）持分法適用の関連会社

　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 Estate Ⅰ Limited

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

(2）持分法適用の非連結子会社

同左

－ 14 －



項目
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3）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㈲

エム・アール・エフ・ツー㈲ 

SCJREP Ⅰ Management, L.P.

SCJREP Ⅱ Management, L.P.

SCJREP Asia, L.P.

(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㈲

エム・アール・エフ・ツー㈲ 

SCJREP Ⅰ Management, L.P.

SCJREP Ⅱ Management, L.P.

SCJREP Asia Management, 

L.P.

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。

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。

　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

間法人の四半期決算日は10月末日で

あります。四半期連結財務諸表の作

成にあたっては、四半期連結決算日

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四半期決算

日は、四半期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）

 (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

同左

 (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

   連結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。）

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。）

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。）

　（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

(金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされる

もの)については、持分相当額

を純額で取り込む方法によっ

ております。）

（匿名組合出資金は個別法

によっており、詳細は「(7）

イ　匿名組合出資金の会計処

理」に記載しております。）

（投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資

(証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの)

については、持分相当額を純

額で取り込む方法によってお

ります。）

ロ　　　　――――

 

　ロ デリバティブ

　　時価法

ロ デリバティブ

同左
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項目
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(2）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

建物（建物附属設備を除く）

①平成10年３月31日以前に取得

したもの

法人税法に規定する旧定率法

②平成10年４月１日以降平成19

年３月31日以前に取得したも

の

法人税法に規定する旧定額法

③平成19年４月１日以降に取得

したもの

法人税法に規定する定額法

上記以外の有形固定資産

①平成19年３月31日以前に取得

したもの

法人税法に規定する旧定率法

②平成19年４月１日以降に取得

したもの

法人税法に規定する定率法

　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、工具器具及び備品４～８

年であります。

ロ　無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内にお

ける見込利用可能期間（５年）

に基づき定額法により償却して

おります。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

イ　新株発行費

支出時に全額費用処理してお

ります。

(3）重要な繰延資産の処理方法

イ　株式交付費

　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

同左

ロ　　　　―――― ロ　社債発行費

　支出時に全額費用処理してお

ります。

ロ　　　　――――

(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。
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項目
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(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

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

同左

ロ　　　　―――― ロ　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。

ロ　買取債権の会計処理

同左

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。

－ 17 －



会計処理の変更

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。

―――― （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連結

貸借対照表の純資産の部については、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成しております。

―――― （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。

―――― （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。

　これによる損益に与える影響はありません。

―――― （減価償却資産の減価償却の方法）

　当第３四半期連結会計期間から、法人税法の

改正(「所得税法等の一部を改正する法律(法律

第６号 平成19年３月30日)」及び「法人税法施

行令の一部を改正する政令(政令第83号 平成19

年３月30日)」)に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

　この変更の損益に与える影響は軽微でありま

す。

――――
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表示方法の変更

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

（四半期連結貸借対照表） （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。

１．前第３四半期連結会計期間まで流動資産「その他」に含めて表示し

ておりました「預け金」は、当第３四半期連結会計期間において、資

産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前第３四半期連結会計期間末の「預け金」は515千円であり

ます。

 ２．前第３四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました流動負債の

「繰延税金負債」（当第３四半期連結会計期間末の残高は19,551千

円）は、負債及び純資産の合計額の100分の５以下となったため、流

動負債の「その他」に含めて表示することにしました。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） （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「投資有価証券の売却・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、

「投資有価証券の売却・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。

　　営業活動によるキャッシュ・フローの「預け金の増減額」は、前

第３四半期連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、

金額的重要性が増加したため区分掲記しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている「預

け金の増減額」は△515千円であります。
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18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

    59,897千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      73,906千円

※２　　　　　　　―――― ※２　担保に供している資産及び担保に係る債

務は以下のとおりであります。

※２　担保に供している資産及び担保に係る債

務は以下のとおりであります。

 (1)担保に供している資産①

　預け金 789,000千円

　投資有価証券 2,912,000千円

　長期貸付金 1,258,909千円

　　　計 4,959,910千円

担保に係る債務  

　短期借入金 4,521,485千円

担保に供している資産  

　投資有価証券 2,000,000千円

　長期貸付金 3,810,800千円

　　　計 5,810,800千円

担保に係る債務  

　短期借入金 3,561,480千円

 なお、上記短期借入金はノンリコース・

ローン（責任財産限定型債務）でありま

す。当該ノンリコース・ローンは、当社

グループが運用するファンドの１つであ

る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

受益者とし、同ファンド運営のために設

定した信託が保有する預け金、投資有価

証券及び長期貸付金を担保として、同信

託が金融機関から調達した借入金であり、

当該信託資産及び資産の収益のみを返済

原資とするものであります。

なお、上記短期借入金はノンリコース・

ローン（責任財産限定型債務）でありま

す。当該ノンリコース・ローンは、当社

グループが運用するファンドの１つであ

る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

受益者とし、同ファンド運営のために設

定した信託が保有する投資有価証券及び

長期貸付金を担保として、同信託が金融

機関から調達した借入金であり、当該信

託資産及び資産の収益のみを返済原資と

するものであります。

(2)担保に供している資産②

　投資有価証券 1,442,300千円

　長期貸付金 969,291千円

　預け金 1,223,364千円

　その他資産 40,835千円

　短期借入金 △2,238,547千円

　その他負債 △60,544千円

有限責任組合員持分計 1,376,700千円

担保に係る債務  

　社債 1,153,360千円

　 　   上記社債は、ノンリコース・ボンド（責

任財産限定型社債）であります。当該ノ

ンリコース・ボンドは、当社グループが

運用するファンドの１つである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（以下「組合」

という。）へ間接的に投資する投資家の

ために、SCJ・メザニン・インベストメン

ト合同会社が保有する当組合への有限責

任組合員持分を担保として、同合同会社

が投資家に対して発行した社債であり、

当該組合持分及び組合からの収益のみを

返済原資とするものであります。なお、

当該合同会社が保有する組合員持分は、

組合を連結対象としているため相殺消去

され、連結上は組合が保有する資産負債

（全組合員持分）に置き換えられて表示

されております。組合が計上する資産負

債のうち、社債の担保となるのは合同会

社が保有する上記組合員持分のみとなり

ます。また、上記担保中の預け金、投資

有価証券及び長期貸付金は(1)に記載の預

け金、投資有価証券及び長期貸付金の一

部であります。
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前第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日）

　３　当社グループ（当社及び連結子会社）は、

運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と当座貸越契約を締結しており

ます。

　３　当社グループ（当社及び連結子会社）は、

運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン契約を締結しております。

　３　当社グループ（当社及び連結子会社）は、

運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミッ

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

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

　４　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。

　４　　　　　　　―――― 　４　　　　　　　――――

違約金支払義務 255,000千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　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 142,675千円

給与手当 727,342千円

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      152,752千円

給与手当   778,772千円

賞与 148,780千円

賞与引当金繰入額    187,333千円

顧問料    106,584千円

地代家賃 210,868千円

支払手数料   494,816千円

貸倒引当金繰入額   34,666千円

役員報酬     192,350千円

給与手当      991,824千円

賞与      432,540千円

賞与引当金繰入額       42,000千円

顧問料      179,652千円

地代家賃      189,975千円

※２　固定資産除却損の内容 ※２　固定資産除却損の内容 ※２　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 175千円 工具器具及び備品   482千円

※３　　　　　　　―――― ※３　本社事務所の移転関連費用であり、内訳

は下記のとおりであります。

※３　　　　　　　――――

旧オフィス原状回復費 42,164千円

固定資産除却損 39,797千円

引越・移設・運搬費用 8,883千円

　計 90,844千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

　前第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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　当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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） 121,371 81 － 121,452

合計 121,371 81 － 121,452

 　（注）普通株式の発行済株式の増加81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．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 当四半期連結会計期間末残高（千円）

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 2,317

合計 2,317

　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19年３月28日

定時株主総会
普通株式 182,056 1,500  平成18年12月31日  平成19年３月29日

　前連結会計年度（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．普通株式の発行済株式及び自己株式の減少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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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 4,519,569千円

現金及び現金同等物 4,519,569千円

現金及び預金   889,139千円

現金及び現金同等物 889,139千円

（リース取引関係）

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．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。

１．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

１．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

２．　　　　　――――――

 

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

　未経過リース料

１年以内 229,320千円

１年超 707,070千円

合計 936,390千円

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

　未経過リース料

１年以内    266,347千円

１年超 879,060千円

合計 1,145,407千円
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 

前第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）

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年１月１日

   至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

(自　平成18年１月１日

   至　平成18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 4,289,307 4,296,567 7,259 2,493,664 2,496,680 3,015

信託受益権 － － － 2,696,615 2,678,509 △18,105 － － －

合計 189,700 197,980 8,280 6,985,922 6,975,077 △10,845 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

区分

前第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）

当第３四半期連結会計期間

 (自　平成19年１月１日

　  至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

(自　平成18年１月１日

   至　平成18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 84,000 84,000 84,000

非上場外国証券 472,407 188,029 466,262

信託受益権 1,213,762 1,434,338 2,051,580

匿名組合出資 357,111 415,748 350,836

合計 2,127,282 2,122,116 2,952,678

子会社株式及び関連会社株式等

子会社株式・出資金 584,333 1,447,319 164,876

関連会社株式・出資金 369,754 1,033,447 883,950

合計 954,088 2,480,766 1,048,826
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（デリバティブ取引関係）

前第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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利
金利スワップ取引

　固定支払・変動受取
380,000 5,283 △577

合計 380,000 5,283 △577

　（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。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利
金利スワップ取引

　固定支払・変動受取
380,000 5,860 582

合計 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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（ストック・オプション等関係）

前第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 当社従業員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
付与日（平成18年３月１日）以降、権利確定日（注

２）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

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．ストック・オプション数は、株式数に換算して記載しております。

　　　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、当社又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。

　　　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 当社従業員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
付与日（平成18年４月28日）以降、権利確定日（注

２）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

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．ストック・オプション数は、株式数に換算して記載しております。

　　　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、当社又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。

　　　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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

　　　　当第３四半期連結会計期間において付与したストック・オプション等はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションの内容及び規模

当連結会計年度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 当社従業員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
付与日（平成18年３月１日）以降、権利確定日（注

２）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

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．ストック・オプション数は、株式数に換算して記載しております。

　　　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、当社又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。

　　　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、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 当社従業員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
付与日（平成18年４月28日）以降、権利確定日（注

２）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

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．ストック・オプション数は、株式数に換算して記載しております。

　　　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、当社又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。

　　　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、連結財務諸表への影響はありません。

２．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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(6）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

前第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）

　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．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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19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）

　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,042,296 1,476,466 5,518,762 － 5,518,762

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － －

計 4,042,296 1,476,466 5,518,762 － 5,518,762

営業費用 1,834,640 586,261 2,420,901 258,398 2,679,300

営業利益 2,207,656 890,204 3,097,860 (258,398) 2,839,461

　（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258,398千円であり、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。
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前連結会計年度（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）

　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

　（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。
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②　所在地別セグメント情報

前第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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

日本
（千円）

北米
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,763,675 755,087 5,518,762 － 5,518,762

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 4,763,675 755,087 5,518,762 － 5,518,762

 営業費用 2,420,901 － 2,420,901 258,398 2,679,300

 営業利益 2,342,773 755,087 3,097,860 (258,398) 2,839,461

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的接近度により区分しております。

　　　　２．日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。

　　　　　　　北米……米国

　　　　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258,398千円であり、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。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18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

前第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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

北米 計

Ⅰ　海外売上高　　（千円） 772,948 772,948

Ⅱ　連結売上高　　（千円） 5,518,762

Ⅲ　　　　　　（％） 14.0 14.0

　（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

　　　　２．日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。

　　　　　　　北米……米国

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

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

項目

前第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）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（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 49,989円62銭       64,615円98銭       54,291円48銭

１株当たり四半期（当期）純

利益
12,310円55銭      12,222円23銭       16,628円27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     10,055円39銭       14,248円98銭

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

前第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)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(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       6,132,653千円       9,789,771千円        8,581,930千円

純資産の部の合計額から控除する金額       65,362千円       1,942,031千円        1,992,518千円

　（うち新株予約権）        (2,332千円)        (2,317千円)        (2,332千円)

　（うち少数株主持分）        (63,029千円)        (1,939,714千円)        (1,990,186千円)

普通株式に係る四半期末（期末）の純

資産額
      6,067,290千円 7,847,740千円       6,589,411千円

四半期末（期末）の普通株式の数  121,371株  121,452株        121,371株

　　　　２．１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎

前第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)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年１月１日

 至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年１月１日

  至　平成18年12月31日)

四半期（当期）純利益 1,479,141千円      1,484,305千円        2,003,033千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る四半期（当期）純利益 1,479,141千円  1,484,305千円        2,003,033千円

普通株式の期中平均株式数 120,152株    121,443株       120,460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 17,547株

新株予約権付

社債
8,623株

計 26,170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株当たり四半期（当期）純利

益の算定に含めなかった潜在株式の概

要

平成17年３月30日

　定時株主総会特別決議

　新株予約権　1,290株

 平成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　1,890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　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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。

その概要は以下のとおりであります。

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。 （重要な投資、資金の借入及び資産の担保提

供）

　平成19年３月６日付けで、当社グループが運

用するファンドの１つである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(連結子会社)が新規の資産を取得し

ております。

　その概要は以下のとおりであります。

１　資産内容　短期貸付金

２　取得金額　1,000,000千円

　資産の取得に際して、下記の借入を実行して

おります。

１　借入先　　ドイツ銀行東京支店

２　借入額　　600,000千円

３　利率　　　年率1.9725％

４　返済条件　期日一括返済

５　借入日　　平成19年３月６日

６　返済期日　平成19年10月30日

　担保に供している資産及び担保に係る債務は

以下のとおりであります。

１　担保に供している資産

　　　短期貸付金　1,000,000千円

２　担保に係る債務

　　　短期借入金　  600,000千円

　なお、上記短期借入金はノンリコース・ロー

ン（責任財産限定型債務）であります。当該ノ

ンリコース・ローンは、同組合を受益者とし、

同ファンド運営のために設定した信託が保有す

る上記短期貸付金を担保として同信託が金融機

関から調達した借入金であり、当該信託資産及

び資産の収益のみを返済原資とするものであり

ます。

（多額の資金の借入）

　平成18年11月28日開催の取締役会決議におい

て権限を付与された借入限度額内で、所定の手

続きを経て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　　株式会社三菱東京UFJ銀行

２　借入金額　1,000,000千円

３　利率　　　年率1.23％、1.24％及び1.24％

４　返済条件　期日一括返済

５　借入日　　平成19年３月12日、平成19年

　　　　　　　３月23日及び平成19年３月27日

６　返済期日　平成19年４月12日、平成19年

　　　　　　　４月23日及び平成19年４月27日

７　資金使途　運転資金

１　借入先　　株式会社みずほ銀行

２　借入金額　100,000千円

３　利率　　　年率1.39％

４　返済条件　期日一括返済

５　借入日　　平成19年３月23日

６　返済期日　平成19年４月23日

７　資金使途　運転資金
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日現在）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18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 2,602,113 521,942

２　売掛金 37,000 834,920 23,953

３　有価証券 － 2,298,127 －

４　短期貸付金 ※３ 4,081 880,000 4,081

５　未収入金 124,726 194,341 100,762

６　繰延税金資産 65,527 120,669 32,799

７　その他 179,499 393,183 175,905

流動資産合計 893,362 18.7 7,323,355 57.5 859,443 13.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 ※１ 42,302 116,532 40,633

(2）工具器具及び備品 ※１ 32,757 30,620 28,967

有形固定資産合計 75,060 1.6 147,152 1.2 69,600 1.1

２　無形固定資産 9,751 0.2 9,433 0.1 9,060 0.1

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,693,360 1,358,172 1,379,728

(2）関係会社株式 614,897 644,397 572,897

(3）その他の関係会社有
価証券

※２ 1,178,630 2,738,204 3,121,341

(4）敷金及び保証金 217,988 266,839 418,123

(5）その他 ※３ 98,416 251,037 95,866

投資その他の資産合計 3,803,293 79.5 5,258,652 41.2 5,587,957 85.6

固定資産合計 3,888,105 81.3 5,415,238 42.5 5,666,619 86.8

資産合計 4,781,467 100.0 12,738,594 100.0 6,526,063 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日現在）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18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 93,599 222,996 179,559

２　未払法人税等 28,726 17,889 33,366

３　前受金 233,506 － 809,611

４　賞与引当金 120,000 187,333 42,000

５　その他 83,888 35,532 1,184,564

流動負債合計 559,721 11.7 463,751 3.7 2,249,102 34.5

Ⅱ　固定負債

１　新株予約権付社債 － 6,000,000 －

２　繰延税金負債 7,026 － 8,655

固定負債合計 7,026 0.2 6,000,000 47.1 8,655 0.1

負債合計 566,747 11.9 6,463,751 50.8 2,257,757 34.6

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

　１　資本金 1,199,465 25.1 1,200,253 9.4 1,199,465 18.4

　２　資本剰余金       

  　(1) 資本準備金 1,167,441   1,168,214   1,167,441   

 　　資本剰余金合計 1,167,441 24.4 1,168,214 9.2 1,167,441 17.9

　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   3,904,213   1,886,133   

  　　利益剰余金合計  1,840,359 38.5  3,904,213 30.6  1,886,133 28.9

　４　自己株式 △5,461 △0.1 － － － －

　 株主資本合計 4,201,805 87.9 6,272,680 49.2 4,253,040 65.2

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 △155 △0.0 12,932 0.2

　　評価・換算差額等合計 10,582 0.2 △155 △0.0 12,932 0.2

Ⅲ　新株予約権 2,332 0.0 2,317 0.0 2,332 0.0

　　　純資産合計 4,214,719 88.1 6,274,842 49.2 4,268,305 65.4

　　　負債純資産合計 4,781,467 100.0 12,738,594 100.0 6,526,063 100.0
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(2）四半期損益計算書

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（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）
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 2,336,343 100.0 2,838,260 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,774,081 91.3 2,067,340 88.5 2,579,736 90.9

営業利益 170,106 8.7 269,003 11.5 258,524 9.1

Ⅲ　営業外収益 ※２ 1,066,819 54.9 2,138,021 91.5 1,078,963 38.0

Ⅳ　営業外費用 ※３ 193 0.0 41,314 1.7 7,663 0.3

経常利益 1,236,732 63.6 2,365,710 101.3 1,329,824 46.9

Ⅴ　特別損失 ※４ 289 0.0 91,020 3.9 1,625 0.1

税引前四半期（当期）
純利益

1,236,442 63.6 2,274,690 97.4 1,328,198 46.8

法人税、住民税及び事
業税

125,777 162,459 133,554

法人税等調整額 △42,740 83,036 4.3 △87,905 74,554 3.2 △9,996 123,557 4.4

四半期（当期）純利益 1,153,405 59.3 2,200,136 94.2 1,204,641 42.4
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(3) 四半期株主資本等変動計算書

前第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

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第３

四半期会計期間中の変動額

（純額）

－ － － － － － －

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

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

四半期純利益 － － － 1,153,405

株主資本以外の項目の第３四

半期会計期間中の変動額（純

額）

4,218 4,218 △518 3,700

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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当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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18年12月31日残高（千円） 1,199,465 1,167,441 1,167,441 1,886,133 1,886,133 4,253,040

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 787 772 772 － － 1,560

剰余金の配当 － － － △182,056 △182,056 △182,056

四半期純利益 － － － 2,200,136 2,200,136 2,200,136

株主資本以外の項目の第３

四半期会計期間中の変動額

（純額）

－ － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
787 772 772 2,018,079 2,018,079 2,019,640

平成19年９月30日残高（千円） 1,200,253 1,168,214 1,168,214 3,904,213 3,904,213 6,272,680

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18年12月31日残高（千円） 12,932 12,932 2,332 4,268,305

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 1,560

剰余金の配当 － － － △182,056

四半期純利益 － － － 2,200,136

株主資本以外の項目の第３四

半期会計期間中の変動額（純

額）

△13,087 △13,087 △15 △13,102

第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
△13,087 △13,087 △15 2,006,537

平成19年９月30日残高（千円） △155 △155 2,317 6,274,842
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

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

事業年度中の変動額

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

当期純利益 － － － 1,204,641 1,204,641 － 1,204,641

自己株式の消却 － － － △5,461 △5,461 5,461 －

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

（千円）
26,265 25,749 25,749 1,080,508 1,080,508 5,461 1,137,985

平成18年12月31日残高（千円） 1,199,465 1,167,441 1,167,441 1,886,133 1,886,133 － 4,253,040

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

事業年度中の変動額

新株の発行 － － － 52,015

剰余金の配当 － － － △118,671

当期純利益 － － － 1,204,641

自己株式の消却 － － － －

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
6,568 6,568 △518 6,050

事業年度中の変動額合計

（千円）
6,568 6,568 △518 1,144,036

平成18年12月31日残高（千円） 12,932 12,932 2,332 4,268,305
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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
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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）子会社株式及び関連会社株式

同左

有価証券

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　――――

(2）その他有価証券

時価のあるもの

四半期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、売買原価

は総平均法により算定）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　――――

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。）

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

(金融商品取引法第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。）

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　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

建物（建物附属設備を除く）

①平成10年３月31日以前に取得し

たもの

法人税法に規定する旧定率法

②平成10年４月１日以降平成19年

３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定額法

③平成19年４月１日以降に取得し

たもの

法人税法に規定する定額法

上記以外の有形固定資産

①平成19年３月31日以前に取得し

たもの

法人税法に規定する旧定率法

②平成19年４月１日以降に取得し

たもの

法人税法に規定する定率法

　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、工具器具及び備品４～８年で

あります。

(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
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項目
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

３　繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

(1）株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

(1）株式交付費

同左

(2）　　―――― (2）社債発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

(2）　　――――

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事

業年度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。

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

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。

―――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から、「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。

―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度から、「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

4,265,973千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。

 ―――― （減価償却資産の減価償却の方法）

　当第３四半期会計期間から、法人税法の改正

(「所得税法等の一部を改正する法律(法律第６

号 平成19年３月30日)」及び「法人税法施行令

の一部を改正する政令(政令第83号 平成19年３

月30日)」)に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

　この変更の損益に与える影響は軽微でありま

す。

 ――――

表示方法の変更

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19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

た有限会社に対する出資持分（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。

（四半期貸借対照表）

　前第３四半期会計期間まで区分掲記しておりました流動負債の「前

受金」（当第３四半期会計期間末の残高は1,995千円）は、負債及び純

資産の合計額の100分の５以下となったため、流動負債の「その他」に

含めて表示することにしました。
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成18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

59,897千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

73,906千円

※２　　　　　　――――　 ※２　担保に提供している資産及び担保に係る

債務は以下のとおりであります。

担保に供している資産

その他の関係会社有価証券 360,000千円

担保に係る債務

　子会社が発行する社債1,153,360千円の

担保の一部として、当社が保有する上記

有価証券（子会社出資金）が質権設定さ

れております。

※２　　　　　　――――

　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため主要取引金融機関と当座貸越契約を締

結しております。

当座貸越限度額 1,300,000千円

借入実行残高 ―千円

※３　当座貸越契約及び貸出コミットメント

　(1)借手側

　　　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　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

　(2)貸手側

　　　当社は、当社が運営する一部のファンド

（子会社）及びその他の子会社に対して、

短期的な資金融通等を目的として、貸出コ

ミットメントライン契約を締結しておりま

す。

貸出コミットメント

の総額
3,700,000千円

貸出実行残高 1,014,558千円

貸出未実行残高 2,685,441千円

　４　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。

　４　　　　　　――――　 　４　　　　　　――――

違約金支払義務 255,000千円

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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  23,443千円

無形固定資産  2,297千円

有形固定資産      22,532千円

無形固定資産    2,626千円

※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 15,960千円

受取配当金    2,112,000千円

受取利息      240千円

受取配当金    1,065,000千円

為替差益     12,805千円

※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      8,480千円

社債発行費      27,297千円

支払利息      7,469千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　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     175千円

本社移転関連費用     90,844千円

(内訳）  

旧オフィス原状回復費 42,164千円

固定資産除却損 39,797千円

引越・移設・運搬費用 8,883千円

　計 90,844千円

固定資産除却損    482千円

関係会社株式清算損   1,142千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

 　前第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）

自己株式     

普通株式 8.85 － － 8.85

合計 8.85 － － 8.85

 　当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

 　　　該当事項はありません。

 　前事業年度（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（注） 8.85 － 8.85 －

合計 8.85 － 8.85 －

 （注）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。

（リース取引関係）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．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。

１．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

１．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

２．　　　　　―――――― ２．オペレーティング・リース取引

　（借主側）

　　未経過リース料

１年内 229,320千円

１年超 707,070千円

合計 936,390千円

２．オペレーティング・リース取引

　（借主側）

　　未経過リース料

１年内 266,347千円

１年超 879,060千円

合計 1,145,407千円

（有価証券関係）

前第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）

　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。

当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

　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。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　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。
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（１株当たり情報）

項目

前第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）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（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 34,706円70銭   51,646円13銭       35,148円21銭

１株当たり四半期（当期）純

利益
9,599円53銭   18,116円60銭      10,000円38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     14,904円76銭     8,569円46銭

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

前第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)

当第３四半期会計期間

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年９月30日)

前事業年度

(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 4,214,719千円 6,274,842千円 4,268,305千円

 純資産の合計額から控除する金額 2,332千円 2,317千円 2,332千円

 　（うち新株予約権） (2,332千円) (2,317千円) (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 6,272,525千円 4,265,973千円

 四半期末（期末）の普通株式の数 121,371株 121,452株 121,371株

　　　　２．１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎

前第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)

当第３四半期会計期間

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年１月１日

  至　平成18年12月31日)

四半期（当期）純利益 1,153,405千円        2,200,136千円       1,204,641千円

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  2,200,136千円      1,204,641千円

普通株式の期中平均株式数 120,152株        121,443株       120,460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 17,547株

新株予約権付

社債
8,623株

計 26,170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株当たり四半期（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要

平成17年３月30日

　定時株主総会特別決議

　新株予約権　1,290株

平成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　1,890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　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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（多額の資金の借入）

　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。

　その概要は以下のとおりであります。

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。 （多額の資金の借入）

　平成18年11月28日開催の取締役会決議におい

て権限を付与された借入限度額内で、所定の手

続きを経て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　　株式会社三菱東京UFJ銀行

２　借入金額　1,000,000千円

３　利率　　　年率1.23％、1.24％及び1.24％

４　返済条件　期日一括返済

５　借入日　　平成19年３月12日、平成19年

　　　　　　　３月23日及び平成19年３月27日

６　返済期日　平成19年４月12日、平成19年

　　　　　　　４月23日及び平成19年４月27日

７　資金使途　運転資金

 

１　借入先　　株式会社みずほ銀行

２　借入金額　100,000千円

３　利率　　　年率1.39％

４　返済条件　期日一括返済

５　借入日　　平成19年３月23日

６　返済期日　平成19年４月23日

７　資金使途　運転資金
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