
 
(財)財務会計基準機構会員 

 

平成20年12月期　中間決算短信 平成20年８月８日

上場会社名 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社 上場取引所 東証第一部

コード番号 2392 ＵＲＬ　http://www.securedcapital.co.jp/

代表者　　　　　（役職名）代表取締役会長兼社長（氏名）髙梨　勝也

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

半期報告書提出予定日 平成20年９月19日   

（百万円未満切捨て）

１．平成20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 2,479 △39.4 262 △88.5 134 △94.1 △78 －

19年６月中間期 4,089 21.6 2,291 9.9 2,269 9.0 1,205 △1.6

19年12月期 7,838  4,162  4,069  2,209  

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月中間期 △644 99 － －

19年６月中間期 9,927 01 8,336 91

19年12月期 18,194 35 14,808 20

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 7百万円 19年６月中間期 16百万円 19年12月期 26百万円

(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

20年６月中間期 54,897 11,067 14.9 67,219 36

19年６月中間期 23,206 10,417 33.0 63,114 59

19年12月期 32,330 10,514 26.3 70,084 83

（参考）自己資本 20年６月中間期 8,167百万円 19年６月中間期 7,665百万円 19年12月期 8,511百万円

(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

20年６月中間期 △865 △25,647 23,706 1,658

19年６月中間期 991 △6,062 8,309 4,147

19年12月期 △5,576 △6,530 15,569 4,402

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 0 00 1,500 00 1,500 00

20年12月期 0 00 －

20年12月期（予想） － 1,500 00 1,500 00

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20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 8,350 6.5 3,550 △14.7 3,150 △22.6 1,550 △29.9 12,756 57
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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）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、23ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年６月中間期 121,506株 19年６月中間期 121,452株 19年12月期 121,452株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 －株 19年６月中間期 －株 19年12月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 1,135 △24.8 △297 － 1,661 △26.9 1,709 △20.4

19年６月中間期 1,510 16.7 181 60.0 2,273 92.7 2,147 91.1

19年12月期 3,265  519  2,608  2,337  

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 14,071 03

19年６月中間期 17,682 98

19年12月期 19,250 62

(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

20年６月中間期 16,214 7,920 48.8 65,168 91

19年６月中間期 12,794 6,233 48.7 51,309 58

19年12月期 16,493 6,401 38.8 52,689 45

（参考）自己資本 20年６月中間期 7,918百万円 19年６月中間期 6,231百万円 19年12月期 6,399百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20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 2,680 △17.9 △250 － 1,780 △31.8 1,780 △23.9 14,649 48

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

  通期の連結及び個別の業績予想について、平成20年2月14日公表予想から修正を行っております。業績予想に関す

る事項については3、4ページ（1）経営成績（経営成績に関する分析）をご参照ください。

　なお、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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１．経営成績
（1）経営成績に関する分析

（当中間期の経営成績）　

　当中間期(平成20年1月1日～平成20年6月30日）は、米国サブプライムローン問題を契機とした世界的な信用収縮や国

際商品市況の高騰によるインフレ懸念台頭等によって、世界経済の先行きの不確実性が一段と高まりました。我が国経

済及び金融資本市場の今後の見通しについても不透明感が高まりつつあります。我が国不動産ファイナンス市場におい

ては、レンダーの融資対象物件の選別、LTV（担保資産額に対するローン金額の比率）の低下、デット調達コストの上昇、

不動産市場の流動性の低下、不動産のキャップレートの上昇などにより不動産投資ファンドによる投資案件及び売却活

動は大きな影響を受けました。このような市場環境の変化は一方では当中間期における当社グループの事業に悪影響を

及ぼしましたが、他方では次のような点で今後の事業展開にとっては追い風となっている面もあります。（1）海外投資

家はサブプライムローン問題の影響が相対的に少ない日本及びアジア諸国の不動産への投資意欲を高めていること、

（2）魅力的な投資案件の供給が増加したこと、（3）ファンド運用専門会社としての実績が評価されファンド募集面で

当社の競争優位性が確立されつつあることです。　

　当中間期には、当社グループは第4号オポチュニティ・ファンドの募集を重点課題として取り組み、本年6月に主に既

存投資家から2億8千万ドルの出資約束総額を確保し、目下8月中旬迄に累計で5億3千万ドルの出資約束総額の募集完了を

目指し手続きを進めています。その後も追加募集を行い最終的には12億5千万ドル（約1,350億円、レバレッジを考慮し

た運用可能総額は約5,400億円（注））の確保を目指しています。同ファンドは当社グループの最大規模のファンドとな

る見込みです。一方、市場環境の悪化により当社グループの運用ファンドでは一部の資産の取得・売却の見送りや延期

を行ったため、当中間期の各手数料・報酬額は期初予想を下回る結果となりました。また、当社グループは原則として

各運用ファンドに対し一定比率での共同投資を行っておりますが、一部の運用ファンド等の投資資産に係わる評価減を

実施し、収益の圧迫原因となりました。

  以上の結果、当中間期連結売上高は2,479百万円（前年同期比39.4％減）、連結経常利益は134百万円（前年同期比

94.1%減）、連結中間純損失は78百万円（前年同期は1,205百万円の純利益）となりました。また、平成20年6月末現在に

おける受託資産残高合計は5,764億円（前年度末比4.6％増）となりました。

（注）上記の円貨額は2008年7月30日のレートである108円/US$で換算されています。

　なお、本年6月に当社子会社SCJインベストメント・マネジメント株式会社は金融商品取引法上の投資運用業の登録を

完了しております。

  

　事業セグメント別の業績は下記の通りであります。なお、当中間期から「不動産投資・アセットマネジメント事業」

を「不動産投資顧問事業」に名称を変更しております。ただし、これに伴う事業区分の方法、売上高及び営業費用の各

セグメントへの配賦方法の変更はありません。

① 不動産投資顧問事業

　当事業においては、不動産エクイティ・ファンドの運用及びアセットマネジメント業務、不動産デット・ファンドの

運用に取り組んでおりますが、当中間期における各ファンドの主な活動実績と下期の活動予定は以下のとおりです。

＜オポチュニティ・ファンド＞

　前述の通り、当社グループは第4号オポチュニティ・ファンドの募集活動に重点的に取り組みました。同ファンドにお

いては6月に第一次募集を完了し既に投資活動を開始していますが、今後追加募集を行うとともに現在の市場環境の下に

おける魅力的投資機会を捉え積極的に投資活動を行なう予定です。したがって、下期につきましては同ファンドによる

新規資産取得によるアクイジション・フィー(資産取得手数料)及びアセットマネジメント・フィー（資産管理手数料）

の計上が見込まれます。第2号ファンド及び第3号ファンドは当中間期に一部資産の売却を実施しておりますが、下期に

おいては最良の投資実績を確保すべく市場実勢を見極めながら売却を進める予定です。

＜コアプラス・ファンド＞

　居住用不動産を投資対象とするレジデンシャル・ファンドについては、第１号ファンドで一部の物件の売却を実施し

たのに加えて、第2号ファンドの組成を行い資産の組み入れを開始しました。同ファンドについては追加募集を行い規模

の増大を図る予定です。また第１号ファンドにつきましては市場状況をみながら資産売却を進めていく予定です。

＜メザニン・ファンド＞

　不動産メザニン・ファンド第1号の資産組み入れを概ね完了し、現在の市場環境における魅力的な投資機会を捉えるべ

く後継ファンド組成の準備を進めています。
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　以上の結果、本事業における売上高は1,959百万円（前年同期比39.5％減）、営業利益は367百万円（前年同期比

81.8％減）となりました。また、本事業の当中間期末における受託資産残高は5,061億円（前年度末比8.1%増）となりま

した。

　

② 債権投資・管理回収事業

　当中間期は、昨年まで縮小傾向にあった金融機関・外資系投資銀行・他のサービサー等からの不動産担保付債権のバ

ルクセールが再び増加傾向となったことから、当社グループでは案件取得の拡大に取り組みました。この結果、本事業

における売上高は520百万円（前年同期比38.8%減）、営業利益は63百万円（前年同期比85.8％減）となりました。また、

本事業の当中間期末における受託資産残高は703億円（前年度末比15.1％減）となりました。

（当期の見通し）

　長期化する不動産投資市場の信用収縮と流動性低下による業績への影響についてはなお予断を許さない状況が続いて

おりますが、現時点において予想しうる市場動向及び前述の下期に予定されている投資活動をもとに、通期業績予想（平

成20年2月14日公表）を修正し、次のように予想しております。

　当期連結業績について、売上高は8,350百万円（前年同期比6.5％増）、経常利益は3,150百万円（前年同期比22.6%減）、

当期純利益は1,550百万円（前年同期比29.9％減）、また、当期個別業績について、売上高は2,680百万円（前年同期比

17.9％減）、経常利益は1,780百万円（前年同期比31.8%減）、当期純利益は1,780百万円（前年同期比23.9％減）を予想

しております。

　今後の市場環境の推移及び当社事業の進捗状況により業績予想の変更が生じた場合は速やかに公表することといたし

ます。

  

(2）財政状態に関する分析  

 （資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析）

(資産)

　当中間期末における総資産は前年度末比22,567百万円増加し54,897百万円となりました。増加の主な要因は前々年度

または前年度に新規に連結の対象となった当社グループの運用ファンドによる投資資産の取得によるものです。

なお、従来連結対象の当社運用ファンドが保有する不動産を信託不動産（流動資産）として表示しておりましたが、当

中間期より有形固定資産として表示しております（詳細は23、24ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項の変更」をご参照ください）。この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比較し、信託不動産が

30,552百万円の減少、有形固定資産が30,552百万円の増加となっております。

(負債)

　当中間期末における負債は前年度末比22,015百万円増加し43,830百万円となりました。増加の主な要因は当社グルー

プの運用ファンドの長期借入金の増加（前年度末比22,023百万円の増加）によるものです。なお、長期借入金について

は全額、また短期借入金については期末残高8,092百万円のうち6,292百万円は当社グループの運用ファンドが取得する

投資資産を担保として行われた借入れであり、当該借入れに関わる元本及び利息等の支払は、原則としてファンドの投

資資産の収益、償還金または売却代金のみから返済されるノンリコース・ローン（責任財産限定型ローン）であります。

また、社債は、連結対象である当社グループの運用ファンド（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（SCJREMP Ⅰ））のために設立された合同会社により特定の投資家向けに発行されたものであり、当

該投資家が同ファンドに対し間接的に投資を行うことを目的としたパフォーマンス連動型・責任財産限定型社債です。

同社債は同合同会社が保有するSCJREMPⅠに係わる有限責任組合持分を担保として発行しており、返済原資を当該組合持

分及び組合からの収益のみとするものであります。

(純資産)

　当中間期末における純資産は前年度末比553百万円増加し11,067百万円となりました。配当支払、中間純損失計上によ

る利益剰余金の減少（前年度末比260百万円の減少）があった一方、少数株主持分の増加（前年度末比897百万円の増加）

があったことによるものです。

（キャッシュ・フローの状況）

　当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べて2,744百万円減少し期末残高は

1,658百万円となりました。当中間期における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

　当中間期において営業活動の結果使用した資金は865百万円（前年同期は991百万円の獲得）となりました。使用資金

の主な増加要因は法人税の支払（1,398百万円）や当社運用ファンドの信託銀行口座預け金の増加（574百万円）等の使

用資金額が法人税の還付（593百万円）や売上債権の減少（437百万円）等の獲得資金額を上回ったことによるもので

す。
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②投資活動によるキャッシュ・フロー

　当中間期において投資活動の結果使用した資金は25,647百万円(前年同期は6,062百万円の使用)となりました。使用資

金の主な増加要因は当社グループの運用ファンドの投資活動の結果、不動産や信託受益権等の取得額が資産売却や信託

受益権等の償還・出資返還額を上回ったことによるものです。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　当中間期において財務活動の結果得られた資金は23,706百万円（前年同期は8,309百万円の獲得）となりました。獲得

資金の主な増加要因は当社グループの運用ファンドによる長期借入金の増加（22,023百万円）、当社グループの運用ファ

ンドによる社債の追加発行（844百万円）、ファンド出資者からの払込み（1,258百万円）等によるものです。一方、資

金の主な減少要因は当社グループによる短期借入金の返済（当社グループによる返済分と当社グループの運用ファンド

による増加分との合計で1,007百万円の返済）及び配当金の支払（179百万円）によるものです。 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 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。当社は将来の成長を維持し企業価

値の増大を図るため当社グループの運用ファンドへの共同出資や新ファンド開発にかかわるシードマネーの提供等の目

的に充当するため、利益の一部を留保し再投資していく必要があります。当社はこのような資金需要等及び当期連結利

益を考慮し配当を弾力的に決定することとしております。今期は上記方針にもとづき1株当たり1,500円の配当を予定し

ております。

 

(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であっても、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合わせて記載しています。当社グループはこれらのリスクの発生の

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、当中間決算短信提出日現在において当社グループが判断したものです。

 

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、当社の100％子会社であるSCJインベスト・マネジメント株式会社の代表取締役

社長兼最高投資責任者ジョン・ポール・トッピーノ及び同社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、投資に関わる意思決定や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、創業当初より人材の拡充及び育成を重要な経営課題と位置づけ努力してきました。その結果、運

用会社としての組織体制も着実に充実し上記個人に対する業務上の依存度は大幅に低下してきました。しかしながら、

本来運用業務は個人的資質に依存する業務であり、近い将来において何らかの理由により上記個人の業務遂行が不可能

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

 

② 創業者株主との関係について

　創業者株主グループは、直接的または間接的に当社の株式の重要な割合を保有しています。また一部の創業者株主は

取締役として当社グループの経営戦略の策定等に参加しています。日常の業務執行における創業者株主への依存度はほ

ぼ皆無になっていますが、創業株主が彼等の持分を特定の法人または個人に譲渡する等当社と創業者株主との間の関係

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 不動産ファイナンス・投資市場の環境の変化について

　米国のサブプライム・ローン問題を契機とした世界的景気後退懸念、株価下落、特に不動産ファインナンス市場の収

縮、資金調達コストの上昇やLTV（担保資産価額に対するローンの比率）の低下、不動産取引の流動性の急低下及びキャッ

プレートの上昇はファンドの運営に悪影響を及ぼしています。このような市場環境が長く続いた場合当社グループの新

規ファンドの募集や既存運用ファンドによる資産の取得・売却の遅延または中止、運用成績の悪化等をもたらし、当社

グループの受取手数料やファンドへの共同出資等にかかわる投資収益の減少などの悪影響をもたらす可能性がありま

す。

　当社グループの運用ファンドへの共同出資はファンド運用業務にとって重要な要件となっており、出資額はファンド

規模の増大とともに増加しますが、金融・資本市場の環境悪化等が続き当社グループによる共同出資必要資金の調達に

支障がでた場合、ファンドの運用業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
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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顧問事業及びアセットマネジメント業務は、人材及び顧客投資家に対す

る投資収益の提供の実績を必要とするため、中長期的には専門性が高く優れた実績を有する運用会社が競争力を持つも

のと思われます。現在、当社グループは競争優位性を有していると考えていますが、今後国内外の新規参入会社や既存

同業者との競合の激化が予想され、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、海外顧客投資家の動向について

　当社グループは顧客層拡大及び多様化のため、リスク許容度及び期待収益率の異なる投資ファンドの組成を行ってき

ましたが、現状における受託資産残高ベースでみると、上位3社の海外顧客投資家に対する受託資産依存率は約52％と

なっております（当中間期末）。我が国不動産市場における海外機関投資家の重要性は今後更に高まると予想され、当

社グループは競争優位性を有していると考えていますが、海外顧客投資家が日本経済の先行きや、日本の投資環境の先

行きに対し懸念を抱いた場合、日本における不動産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

要な海外顧客投資家の一部が、日本への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 運用成績の悪化による収益の低下について

　当社グループは、顧客投資家に対して投資顧問サービスを提供しており　運用ファンドの投資実績に連動したインセ

ンティブ・フィー（成功報酬）の増大を目指しております。市場環境の悪化やその他何らかの理由により運用実績が悪

化した場合、インセンティブ・フィーの受け取り額の減少や共同出資にかかわる当社グループの投資収益の減少または

損失の発生等につながる可能性があります。

 

⑦ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

　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。また、

事業拡大に伴う共同出資等への資金需要に対応するため、平成19年5月に2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債

（「転換社債」）を発行しております。これら新株予約権が行使された場合、一株当たりの株式価値が希薄化すること

になります。また、転換社債を保有する投資家（「転換社債権者」）は2010年4月30日にその保有する転換社債につき額

面金額の100％で当社に対し償還を請求する権利（「期前償還請求権」）を有しており、同日直前の当社の株価が新株予

約権行使価額を著しく下回る場合、当社は期前償還請求権を行使する転換社債権者の求めに応じ未償還の転換社債の全

部または一部を償還するための資金調達を行う必要がありますが、何らかの事由により資金調達が滞る場合当社グルー

プの業績に悪影響を与える可能性があります。

 

⑧ ノンリコース条件による資金調達の例外となる補償について

　当社グループは、運用ファンド等が　対象資産を取得するにあたり、通常SPC（特別目的会社）を利用して取得します。

その場合、運用ファンドは顧客投資家の出資金に加えSPCが金融機関からノンリコース条件で調達する借入金を用いて取

得を行います。ノンリコース条件のローンとは、SPCが取得した投資資産の収益、償還金または売却代金のみを元利返済

の原資とするローンであります。

　但し、このようなノンリコース条件のローンにおいても、SPCとSPCの関係者（当社グループ会社を含む）の詐欺行為

や、故意・重過失・欺罔行為による不法行為、環境汚染等が発生した場合には、金融機関は発生した損害の補償責任を

投資家及びアセットマネジャーとしての当社グループに要求できることが一般的となっています。もしそのような要求

がなされた場合、損害補償の責任は通常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

すが、当社グループが負う補償責任の範囲により、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。なお、当

社創業以来、このようなリスクは顕在化しておりません。

 

⑨ 特有の法的規制等に関わるもの

(Ⅰ)金融商品取引法

　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、金融商品取引法（金商法）に基づき、投資助

言・代理業及び第二種金融商品取引業の登録（登録番号　当社　関東財務局長（金商）第827号　子会社　関東財務局長

（金商）第612号）を、また、同子会社は平成20年6月に投資運用業の登録を行なっております。上記登録業務に関し、

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、業務の一部ま

たは全部の停止また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。　

　

(Ⅱ)不動産投資顧問業登録規程

　不動産投資ファンドの運用助言及び運用一任業務に関し、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
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不動産投資顧問業登録規程に基づき登録を行っております（国土交通大臣 総合―第87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。

(Ⅲ)宅地建物取引業法

　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。

(Ⅳ)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

　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悪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が、

今後そのような事実が発生したり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

開等に悪影響を与える可能性があります。

 

⑩ 不動産の構造計算等について

　社内の専門チームが構造設計図書の適正性を検証する業務を担当しており、必要に応じて外部専門機関による評価を

活用しております。主要な委託先であるABSコンサルティングは、米国議会及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。姉歯事件に始まる耐震偽装問題

発覚後、全ての新規取得物件について構造設計図書の再確認を都度実施しております。  

　但し、将来、法改正等により耐震基準が改定され、現行基準を満たしている適格物件が将来的に不適格とされるリス

クは存在します。さらに今後新たな偽装物件が発覚するなど不動産の構造計算等にかかる問題が深刻化した場合には、

国内不動産に対する不信感の高まりから不動産取引及び不動産投資が鈍化し、当社グループの業績及び事業展開等に悪

影響を及ぼす可能性があります。

 

⑪ 連結の範囲等の決定に関する事項について

　当社グループの運用ファンドの大部分は、組合契約（外国法令に準拠して設立されたものを含む）に基づき組成され

たものです。こうした組合契約に基づいて当社グループが投資活動をおこなうため関与する投資ビークルについては、

「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）が公表されたことに伴い、当社グループは当該実務対応報告を適用しております。現状、

各ファンド及びSPCなどの投資ビークルごとに関連するアセットマネジメント契約や組合契約等を考慮し、当社グループ

の業務執行権限に伴う支配力及び影響力を個別に判定した上で子会社及び関連会社を認定し連結の範囲を決定しており

ます。今後、新たな会計基準の設定や実務対応報告の公表により、当社グループの連結範囲等に変更が生じた場合、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。  
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２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成20年３月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略します。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

(2）目標とする経営指標

(3）中長期的な会社の経営戦略

(4）会社の対処すべき課題

上記の項目につきましては、平成19年12月期決算短信（平成20年２月14日開示）により開示を行った内容から重要な変

更がないため開示を省略しております。

　当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ） 

 http://www.securedcapital.co.jp/ir/library/index.html

 (東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   2,449,419   1,658,410   4,402,843  

２　売掛金   858,458   718,240   1,192,430  

３　有価証券 ※２  3,494,361   1,500,000   －  

４　買取債権   290,305   281,507   283,888  

５　未収入金   168,800   152,033   361,822  

６　信託不動産   －   －   7,177,504  

７　繰延税金資産   133,789   241,161   204,787  

８　その他 ※２  1,746,856   1,703,239   1,281,900  

貸倒引当金   △34,666   △217,579   △123,015  

流動資産合計   9,107,323 39.2  6,037,014 11.0  14,782,160 45.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物
※１
※２

 121,105   12,266,323   100,911  

(2) 工具器具及び備品 ※１  31,546   48,481   46,014  

(3) 土地 ※２  －   18,385,712   －  

有形固定資産合計   152,652 0.7  30,700,517 55.9  146,925 0.5

２　無形固定資産   9,919 0.0  8,572 0.0  9,360 0.0

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２  7,501,705   10,518,109   10,920,027  

(2) その他の関係会社有
価証券

※２  1,934,005   4,418,730   3,806,222  

(3) 長期貸付金 ※２  4,078,935   2,144,187   2,199,393  

(4) 敷金及び保証金   303,558   286,682   301,799  

(5) その他 ※２  118,880   783,923   164,342  

投資その他の資産合計   13,937,085 60.1  18,151,634 33.1  17,391,785 53.8

固定資産合計   14,099,657 60.8  48,860,723 89.0  17,548,071 54.3

資産合計   23,206,981 100.0  54,897,738 100.0  32,330,231 100.0

           

－ 9 －



  
前中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　短期借入金
※２
※３

 5,380,018   8,092,433   9,100,175  

２　未払金   178,388   237,821   364,015  

３　未払法人税等   875,640   170,298   1,288,553  

４　預り金   202,179   536,906   544,413  

５　賞与引当金   55,000   55,500   32,000  

６　その他 ※２  86,673   307,583   180,362  

流動負債合計   6,777,900 29.2  9,400,541 17.1  11,509,520 35.6

Ⅱ　固定負債           

１　社債 ※２  －   2,052,487   1,246,232  

２　新株予約権付社債   6,000,000   6,000,000   6,000,000  

３　長期借入金 ※２  －   22,023,000   －  

４　匿名組合預り金   －   4,354,636   3,060,243  

５　繰延税金負債   11,363   －   －  

固定負債合計   6,011,363 25.9  34,430,123 62.7  10,306,476 31.9

負債合計   12,789,263 55.1  43,830,665 79.8  21,815,996 67.5

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   1,200,253 5.2  1,200,779 2.2  1,200,253 3.7

２　資本剰余金   1,168,214 5.0  1,168,729 2.1  1,168,214 3.6

３　利益剰余金   5,220,577 22.5  5,964,148 10.9  6,224,674 19.3

株主資本合計   7,589,045 32.7  8,333,657 15.2  8,593,142 26.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価差
額金

  16,425 0.1  △31,367 △0.1  △21,289 △0.1

２　為替換算調整勘定   59,922 0.3  △134,734 △0.2  △59,910 △0.2

評価・換算差額等合計   76,347 0.4  △166,101 △0.3  △81,199 △0.3

Ⅲ　新株予約権   2,317 0.0  2,306 0.0  2,317 0.0

Ⅳ　少数株主持分   2,750,007 11.8  2,897,211 5.3  1,999,975 6.2

純資産合計   10,417,717 44.9  11,067,073 20.2  10,514,235 32.5

負債純資産合計   23,206,981 100.0  54,897,738 100.0  32,330,231 100.0

           

－ 10 －



(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19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   4,089,767 100.0  2,479,487 100.0  7,838,134 100.0

Ⅱ　売上原価   － －  355,378 14.3  － －

　　売上総利益   4,089,767 100.0  2,124,108 85.7  7,838,134 100.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,798,718 44.0  1,861,305 75.1  3,675,906 46.9

営業利益   2,291,049 56.0  262,803 10.6  4,162,228 53.1

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  2,989   5,972   12,211   

２　受取配当金  2,000   2,910   2,000   

３　為替差益  24,517   2,125   35,660   

４　持分法投資利益  16,127   7,192   26,029   

５　デリバティブ評価益  －   43,681   －   

６　還付加算金  －   10,258   －   

７　その他  2,272 47,907 1.2 495 72,637 2.9 1,015 76,918 1.0

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  41,857   200,975   112,396   

２　社債発行費  27,297   －   27,297   

３　市場変更費用  －   －   29,589   

４　その他  12 69,167 1.7 0 200,975 8.1 638 169,920 2.2

経常利益   2,269,789 55.5  134,466 5.4  4,069,225 51.9

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却益  － － － 1,790 1,790 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失           

１　前期損益修正損  －   33,015   －   

２　固定資産除却損 ※２ 103   924   459   

３　投資有価証券評価損  －   42,000   －   

４　関係会社株式清算損  －   －   632   

５　本社移転関連費用 ※３ 90,701 90,804 2.2 － 75,940 3.1 90,533 91,625 1.2

匿名組合損益分配前税
金等調整前中間(当期)
純利益

  2,178,984 53.3  60,316 2.4  3,977,599 50.7

匿名組合損益分配額   － －  36,273 1.5  △10,668 △0.2

税金等調整前中間(当
期)純利益

  2,178,984 53.3  24,043 0.9  3,988,268 50.9

法人税、住民税
及び事業税

 928,268   222,088   1,801,114   

法人税等調整額  △37,209 891,058 21.8 △231,940 △9,852 △0.4 △151,088 1,650,025 21.1

少数株主利益   82,404 2.0  112,243 4.5  128,623 1.6

中間(当期)純利益
又は純損失（△）

  1,205,522 29.5  △78,347 △3.2  2,209,619 28.2

           

－ 11 －



(3) 中間連結株主資本等変動計算書

　前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６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

中間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

中間純利益 － － 1,205,522 1,205,522

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
787 772 1,023,465 1,025,026

平成19年６月30日残高（千円） 1,200,253 1,168,214 5,220,577 7,589,045

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

中間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

中間純利益 － － － － － 1,205,522

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
3,573 47,382 50,955 △15 759,820 810,760

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
3,573 47,382 50,955 △15 759,820 1,835,787

平成19年６月30日残高（千円） 16,425 59,922 76,347 2,317 2,750,007 10,417,717

　当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６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19年12月31日残高（千円） 1,200,253 1,168,214 6,224,674 8,593,142

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 525 514 － 1,040

剰余金の配当 － － △182,178 △182,178

中間純損失 － － △78,347 △78,347

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
525 514 △260,525 △259,485

平成20年６月30日残高（千円） 1,200,779 1,168,729 5,964,148 8,333,657

－ 12 －



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19年12月31日残高（千円） △21,289 △59,910 △81,199 2,317 1,999,975 10,514,235

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － － 1,040

剰余金の配当 － － － － － △182,178

中間純損失 － － － － － △78,347

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△10,078 △74,823 △84,901 △10 897,235 812,323

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△10,078 △74,823 △84,901 △10 897,235 552,838

平成20年６月30日残高（千円） △31,367 △134,734 △166,101 2,306 2,897,211 11,067,073

　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 787 772 － 1,560

剰余金の配当 － － △182,056 △182,056

当期純利益 － － 2,209,619 2,209,619

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）
787 772 2,027,562 2,029,123

平成19年12月31日残高（千円） 1,200,253 1,168,214 6,224,674 8,593,142

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － － 1,560

剰余金の配当 － － － － － △182,056

当期純利益 － － － － － 2,209,619

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△34,141 △72,450 △106,592 △15 9,789 △96,818

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△34,141 △72,450 △106,592 △15 9,789 1,932,304

平成19年12月31日残高（千円） △21,289 △59,910 △81,199 2,317 1,999,975 10,514,235

－ 13 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

税金等調整前
中間(当期)純利益

 2,178,984 24,043 3,988,268

減価償却費  16,508 131,723 40,793

賞与引当金の増減額(△減少
額）

 13,000 23,500 △10,000

貸倒引当金の増減額(△減少
額）

 34,666 94,563 123,015

営業受取利息  － △362,535 －

営業支払利息  － 136,329 －

受取利息及び受取配当金  △4,990 △8,883 △14,212

為替差益  － － △9,726

デリバティブ評価益  － △43,681 －

支払利息  41,857 200,975 112,396

持分法投資損益(△利益）  △16,127 △7,192 －

固定資産除却損  39,900 924 40,256

投資有価証券評価損  － 42,000 －

前期損益修正損  － 33,015 －

売上債権の増減額(△増加額）  169,067 437,270 △406,161

未収入金の増減額(△増加額）  △22,138 70,785 △104,365

未収利息の増減額(△増加額）  － － △29,825

未収消費税の増減額(△増加
額）

 － △343,062 －

預け金の増減額(△増加額）  － △574,536 －

信託不動産の増加額  － － △7,181,223

その他流動資産の増減額(△
増加額）

 － － △275,923

長期前払費用の増減額(△増
加額）

 － △312,497 －

未払金の増減額(△減少額）  △204,489 △126,067 1,600

未払消費税の増減額(△減少
額）

 － △118,355 －

預り金の増減額(△減少額）  △10,151 △7,506 332,082

前受金の増減額(△減少額）  △1,041 81,409 －

匿名組合等分配損益(△利益）  82,226 407,366 △196,783

匿名組合損益分配額  － 36,273 △10,668

営業利息の受取額  － 348,241 －

営業利息の支払額  － △99,846 －

その他  △130,099 △62,026 △93,702

小計  2,187,174 2,229 △3,694,178

利息及び配当金の受取額  1,811 8,606 14,130

利息の支払額  △39,353 △70,861 △103,146

法人税等の還付額  96,700 593,345 96,700

法人税等の支払額  △1,254,338 △1,398,751 △1,890,128

営業活動による
キャッシュ・フロー

 991,993 △865,431 △5,576,622

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  △1,795,029 － △2,293,295

有価証券の償還・売却による
収入

 － － 2,293,447

有形固定資産の
取得による支出

 △137,975 △23,507,207 △151,940

－ 14 －



  
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

無形固定資産の
取得による支出

 △2,343 △862 △3,450

投資有価証券の
取得による支出

 △22,000 － △3,969,470

投資有価証券の
売却・出資返還による収入

 119,305 17,479 837,160

その他の関係会社有価証券
の取得による支出

 △1,172,820 △1,615,065 △3,044,204

その他の関係会社有価証券
の売却・出資返還による収入

 348,835 489,188 632,702

匿名組合出資による支出  △201,441 △451,695 △223,476

匿名組合出資の
出資返還による収入

 18,979 124,392 196,547

出資金の取得による支出  △22,000 △9,000 △25,000

出資金の譲渡・売却等
による収入

 20,200 － 22,300

金銭信託受益権等の
取得による支出

 △2,113,825 △1,503,820 △2,617,860

金銭信託受益権等の
出資返還による収入

 35,655 754,440 42,995

敷金及び保証金の
差入による支出

 △5,673 － －

貸付による支出  △117,470 △17,101 △128,570

貸付金の回収による収入  734,702 54,569 4,952,352

貸付金の購入による支出  △1,883,766 － △3,207,565

その他  134,411 17,117 156,883

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △6,062,256 △25,647,565 △6,530,445

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(△減少
額）

 1,818,538 △1,007,741 5,538,695

長期借入金による収入  － 22,023,000 －

社債の発行による収入  5,972,702 844,800 7,679,743

社債の償還による支出  － △38,545 △460,807

株式の発行による収入  1,540 － －

少数株主からの払込みによる
収入

 1,206,315 887,127 1,254,622

配当金の支払額  △182,056 △179,278 △182,056

少数株主への分配金の支払額  △507,647 △81,653 △1,333,572

匿名組合出資者からの払込み
による収入

 － 1,258,119 3,070,912

その他  － 1,030 1,540

財務活動による
キャッシュ・フロー

 8,309,393 23,706,857 15,569,076

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 17,044 61,706 46,138

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  3,256,175 △2,744,432 3,508,146

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  889,139 4,402,843 889,139

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

 2,385 － 5,556

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※ 4,147,699 1,658,410 4,402,843
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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　15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は、

当中間連結会計期間に新

規に設立し、連結の範囲

に含めております。

SCJREP Asia 

Management, L.P.は、重

要性が増加したため当中

間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、当中間

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　24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レジデンシャル・ファ

ンド2合同会社

RF2C合同会社

RF2A合同会社

RF2D合同会社

SCJREP Ⅳ Management, 

LLC

　SCJREP Ⅳ 

Management, LLCは、当

中間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。

(1) 連結子会社の数　23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レジデンシャル・ファ

ンド2合同会社

RF2C合同会社

　SCJ・メザニン・インベ

ストメント合同会社、

シー・エス・ジー合同会

社、SCJレジデンシャル・

ファンド2合同会社、SCJ

虎ノ門有限責任中間法人、

RF2A合同会社、RF2B合同

会社、RF2C合同会社及び

RF2D合同会社は、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。

　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

加したため当連結会計年

度より連結の範囲に含め

ております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　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、当連結

会計年度より連結の範囲

に含めております。

(2) 主要な非連結子会社名 (2) 主要な非連結子会社の名

　称

(2) 主要な非連結子会社の名

　称

Mountain Recovery 

FundⅠ㈲

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 

FundⅠ㈲

SCJREP I Management,

L.P.

SCJREP Ⅱ Management,

L.P.

SCJREP Asia, L.P.

SCJREP Ⅳ, L.P.

SCJREP Ⅳ Cayman, L.P.

SCJREP Ⅳ Fund, L.P.

Mountain Recovery 

FundⅠ㈲

エム・アール・エフ・

ツー㈲

SCJREP I Management,

L.P.

SCJREP Ⅱ Management,

L.P.

SCJREP Asia, L.P.

連結の範囲から除いた理由

Mountain Recovery 

FundⅠ㈲及びエム・アー

ル・エフ・ツー㈲は、主

として匿名組合契約方式

により債権投資事業を

行っている営業者であり、

当社グループに帰属する

資産及び損益は実質的に

僅少であるため、中間連

結財務諸表規則第５条第

１項第２号により連結の

範囲から除外しておりま

す。

 　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、

中間純損益及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、

いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないため連結の範囲

から除いております。

連結の範囲から除いた理由

Mountain Recovery 

FundⅠ㈲は、主として匿

名組合契約方式により債

権投資事業を行っている

営業者であり、当社グ

ループに帰属する資産及

び損益は実質的に僅少で

あるため、中間連結財務

諸表規則第５条第１項第

２号により連結の範囲か

ら除外しております。

 　SCJREP I 

Management, L.P.、

SCJREP Ⅱ Management, 

L.P.、SCJREP Asia, 

L.P.、SCJREP Ⅳ, 

L.P.、SCJREP Ⅳ 

Cayman, L.P.及び

SCJREP Ⅳ Fund, 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、

中間純損益及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、

いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないため連結の範囲

から除いております。

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。

 　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、

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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㈱

J-STAR一号投資事業有限

責任組合

(1) 持分法を適用した関連会

　社数　２社

　　J-STAR㈱

J-STAR一号投資事業有限

責任組合

(1) 持分法を適用した関連会

　社数　２社

　　J-STAR㈱

J-STAR一号投資事業有限

責任組合

 (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

社数　６社

SCJREP I Management,

L.P.

SCJREP Ⅱ Management,

L.P.

SCJREP Asia, L.P.

SCJREP Ⅳ, L.P.

SCJREP Ⅳ Cayman, L.P.

SCJREP Ⅳ Fund, L.P.

　SCJREP Ⅳ, L.P.、

SCJREP Ⅳ Cayman, L.P.及

びSCJREP Ⅳ Fund, 

L.P.は、当中間連結会計期

間に新規に設立し、持分法

適用の範囲に含めておりま

す。

(2) 持分法適用の非連結子会

社

該当事項はありません。

 (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 

FundⅠ㈲

(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㈲ 

エム・アール・エフ・

ツー㈲

SCJREP I Management,

L.P.

SCJREP Ⅱ Management,

L.P.

SCJREP Asia, L.P.

 持分法を適用しない理由

　上記の持分法非適用会

社は、中間純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

持分法を適用しない理由

同左

持分法を適用しない理由

　上記の持分法非適用会

社は、当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲か

ら除外しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３　連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

　連結子会社のうち、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

の中間決算日は７月末日であ

ります。中間連結財務諸表の

作成にあたっては、中間連結

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中間

決算日は、中間連結決算日と

一致しております。

　　　　同左 　連結子会社のうち、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。また、SCJレジデンシャ

ル・ファンド2合同会社、SCJ

虎ノ門有限責任中間法人、

RF2A合同会社、RF2B合同会社、

RF2C合同会社及びRF2D合同会

社の決算日は６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

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

イ　有価証券

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

イ　有価証券

 その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

その他有価証券

時価のあるもの

　　　同左

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、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は評価

差額として処理しており

ます。また評価差額は全

部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、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は評価

差額として処理しており

ます。また評価差額は全

部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、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。）

（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。）

（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。）
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

  (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。)

 (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。)

 (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。)

 ロ　デリバティブ

　　　時価法

ロ　デリバティブ

　　　同左

ロ　デリバティブ

　　　同左

 ハ　　　――― ハ　　　――― ハ　信託不動産

　　不動産信託受益権

　　個別法による原価法

　当社グループが組成する

ファンドが保有するもので

あり、減価償却を実施して

おります。主な耐用年数は

45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

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15～45年、工具器具及び備

品４～15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

～15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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (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

(3) 重要な繰延資産の処理方

法

イ　株式交付費

同左

 ロ　社債発行費

　支出時に全額費用処理

しております。

ロ　社債発行費

同左

ロ　社債発行費

同左

 (4) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れに

よる損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に

備えるため、将来の支給

見込額のうち当中間連結

会計期間の負担額を計上

しております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に

備えるため、将来の支給

見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上して

おります。

 (5) 中間連結財務諸表の作成

の基礎となった連結会社

の中間財務諸表の作成に

当たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。

(5) 中間連結財務諸表の作成

の基礎となった連結会社

の中間財務諸表の作成に

当たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

同左

(5) 連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の財

務諸表の作成に当たって

採用した重要な外貨建の

資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処

理しております。

 (6) 重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

(6) 重要なリース取引の処理

方法

同左

(6) 重要なリース取引の処理

方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (7) その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項

イ　匿名組合出資金の会計

処理

匿名組合へ出資を行う

に際して、匿名組合の財

産の持分相当額を「投資

有価証券」として計上し

ております。　　　

連結会社の出資する匿

名組合が獲得した純損益

の持分相当額については

「売上高」に計上すると

ともに同額を「投資有価

証券」に加減し、投資先

の営業者からの出資金の

払い戻しについては、

「投資有価証券」を減額

させております。

(7) その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項

イ　匿名組合出資金の会計

処理

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　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「売上高」に計

上しております。

ロ　買取債権の会計処理

同左

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

　税抜方式により処理して

おります。なお、固定資産

に係る控除対象外消費税等

は、固定資産の取得原価に

算入しております。

ハ　消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッ

シュ・フロー計算

書(連結キャッ

シュ・フロー計算

書)における資金の

範囲

　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。

同左 　連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（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)

　当中間連結会計期間から「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。

―――― ――――

（減価償却資産の減価償却の方法）

　当中間連結会計期間から、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。

―――― （減価償却資産の減価償却の方法）

　当連結会計年度から、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。

　これによる損益に与える影響は軽微

であります。

―――― （ファンド保有不動産の表示区分変更)

　前連結会計年度におきましては、当

社が運営するファンド（SPC）が保有す

る土地・建物等の不動産について、主

として転売目的で保有する資産として、

流動資産のうち「信託不動産」として

区分しておりました。

　当中間連結会計期間におきましては、

ファンドの通常の営業過程において従

来と比べ比較的長期に渡り当該不動産

を保有していくことが想定され、物件

の転売目的のみならず、物件を取得し

た段階から賃貸を目的として不動産を

保有することの重要性が増したことか

ら当該不動産について、物件売却確定

前は主に賃貸目的として「固定資産」

に区分し、物件売却確定後に転売目的

として「流動資産」に区分する方法が、

当ファンド事業の実態を表し、当社グ

ループの財政状態を適切に反映すると

判断し、売却確定前の不動産を「流動

資産（信託不動産）」から「固定資産

（有形固定資産）」に表示する方法に

変更しております。

――――
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　この変更により、従来と同一の方法

を採用した場合と比較し、連結貸借対

照表上、信託不動産（流動資産）が

30,552,248千円減少し、有形固定資産

が30,552,248千円増加しております。

　また、この変更により、従来と同一

の方法を採用した場合と比較し、連結

キャッシュ・フロー計算書上、信託不

動産の増加額（営業活動）が

23,487,705千円減少し、有形固定資産

の取得による支出（投資活動）が

23,487,705千円増加しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

―――― （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「デリバティブ評価益」及び

「還付加算金」は、当中間連結会計期間において、営業外

収益の総額の100分の10を越えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間の「デリバティブ評価益」及

び「還付加算金」は各々1,686千円、379千円でありま

す。 

―――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　１．営業活動によるキャッシュ・フローの「営業受取利

息」、「デリバティブ評価益」、「未収消費税の増減額」、

「預け金の増減額」、「未払消費税の増減額」及び「営業

利息の受取額」は、当中間連結会計期間において、金額的

重要性が増加したため、区分掲記して表示しておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「営業受取利息」、「デリバティブ評価益」、「未収消費

税の増減額」、「預け金の増減額」、「未払消費税の増減

額」及び「営業利息の受取額」は、各々△244,110千円、

1,686千円、△14,116千円、△58,692千円、△62,835千円

及び250,913千円であります。

　２．投資活動によるキャッシュ・フローの「出資金の譲

渡・売却等による収入」及び「敷金及び保証金の差入によ

る支出」は、当中間連結会計期間において、金額的重要性

が乏しくなったため「その他」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「出資金の譲渡・売却等による収入」及び「敷金及び保証

金の差入による支出」は、各々2,000千円及び△6,440千円

であります。

　３．財務活動によるキャッシュ・フローの「株式の発行

による収入」は、当中間連結会計期間において、金額的重

要性が乏しくなったため「その他」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「株式の発行による収入」は1,030千円であります。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

―――― （子会社の収益に対応する費用の表示)

　前連結会計年度におきましては、当

社が連結対象としている子会社（ファ

ンド）の収益（賃料収入及び利息収入

等）に対応する費用（管理費用及び利

息費用等）につきましては、金額的重

要性に乏しかったため、連結損益計算

書上において「販売費及び一般管理

費」及び「営業外費用」に区分して計

上しておりました。

　当中間連結会計期間におきましては、

当社グループへの当該ファンドの損益

の寄与が通期にわたり、当該ファンド

の収益の獲得に要した費用の一部につ

いては「売上原価」として独立掲記す

ることが当社グループの経営成績をよ

り適切に表示するとの判断から、当該

費用を連結損益計算書の「売上原価」

に計上する方法に変更しております。

　この変更により、従来と同一の方法

を採用した場合と比較し、売上原価が

355,378千円増加し、販売費及び一般管

理費及び営業外費用(支払利息)が、

各々219,049千円及び136,329千円減少

しております。

　また、上記「営業外費用（支払利

息）」から「売上原価」への表示科目

の修正に伴い、従来営業活動による

キャッシュ・フローの小計以下の「利

息の支払額」に含めて表示していた支

払利息の一部を小計より上に記載する

方法に変更しております。

　この変更により、従来と同一の方法

を採用した場合と比較し、営業活動に

よるキャッシュ・フローの「営業支払

利息」及び「営業利息の支払額」が、

各々136,329千円及び△99,846千円増加

し、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの小計以下の「利息の支払額」が

△99,846千円減少しております。

――――

－ 26 －



注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成19年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

52,411千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

     197,682千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

            68,777千円

※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。

担保に供している資産

投資有価証券 3,412,000千円

その他流動資産

（短期貸付金）
1,000,000千円

長期貸付金 4,067,568千円

　　計 8,479,568千円

担保に係る債務  

　短期借入金 5,380,018千円

　　　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

有する投資有価証券及び貸付金を

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

有価証券 1,500,000千円

流動資産その他 524,569千円

建物 12,166,535千円

土地 18,385,712千円

投資有価証券 7,266,110千円

その他の関係会

社有価証券
4,000千円

長期貸付金 2,130,087千円

投資その他の資

産その他
74,655千円

　　計 42,051,670千円

担保に係る債務  

　短期借入金 6,292,433千円

　長期借入金 22,023,000千円

　社債 2,052,487千円

　　計 30,367,920千円

　　　なお、上記借入金及び社債はノ

ンリコース・ローン（責任財産限

定型債務）及びノンリコース・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・ロー

ン及びボンドは、当社グループが

運用するファンドの資産及び資産

の収益のみを返済原資とするもの

であります。

　　　上記の他、連結上消去したその

他の関係会社有価証券2,816,798

千円を担保に供しております。

※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

担保に供している資産

　投資有価証券 7,312,000千円

　長期貸付金 2,183,274千円

　　計 9,495,274千円

担保に係る債務  

　短期借入金 5,500,175千円

　　　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

担保に供している資産

　長期貸付金 1,081,919千円

　投資有価証券 3,622,392千円

　その他資産 249,661千円

　短期借入金 △2,723,088千円

　その他負債 △774,463千円

有限責任組

合員持分計
1,456,422千円

担保に係る債務  

　社債 1,246,232千円
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前中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成19年12月31日)

　  　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

保中の投資有価証券及び長期貸付

金は(1)に記載の投資有価証券及

び長期貸付金の一部であります。

※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。

※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

3,900,000千円

借入実行残高 1,800,000千円

借入未実行残高 2,100,000千円

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 3,600,000千円

借入未実行残高 －千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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   99,914千円

給与手当   518,899千円

賞与   148,780千円

賞与引当金繰

入額
   55,000千円

顧問料    35,850千円

地代家賃   151,750千円

支払手数料   388,853千円

貸倒引当金繰

入額
  34,666千円

役員報酬   119,318千円

給与手当   588,538千円

賞与 164,700千円

賞与引当金繰

入額
55,500千円

顧問料   79,182千円

地代家賃   119,423千円

支払手数料   302,786千円

貸倒引当金繰

入額
 94,563千円

役員報酬   202,159千円

給与手当 1,052,866千円

賞与 410,995千円

賞与引当金繰

入額
  32,000千円

顧問料 209,431千円

地代家賃  270,334千円

支払手数料   612,303千円

貸倒引当金繰

入額
  123,015千円

※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
   103千円

建物    460千円

工具器具及び備

品
    463千円

工具器具及び備

品
    459千円

※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　　　　―――― ※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。

旧オフィス原状

回復費
42,021千円

固定資産除却損  39,797千円

引越・移設・運

搬費用
8,883千円

　計  90,701千円

旧オフィス原状

回復費
41,853千円

固定資産除却損  39,797千円

引越・移設・運

搬費用
8,883千円

　計  90,533千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６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）

当中間連結会計期

間増加株式数（株）

当中間連結会計期

間減少株式数（株）

当中間連結会計

期間末株式数（株）

 発行済株式

 　普通株式（注）
121,371 81 － 121,452

 　(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 当中間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株当たり配当金

(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

 当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６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）

当中間連結会計期

間増加株式数（株）

当中間連結会計期

間減少株式数（株）

当中間連結会計

期間末株式数（株）

 発行済株式

 　普通株式（注）
121,452 54 － 121,506

 　(注) 普通株式の発行済株式の増加54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 当中間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 2,306

 合計 2,306

  ３．配当に関する事項

　　　　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

 (千円)

１株当たり配当金

(円) 
基準日 効力発生日

 平成20年３月26日

 定時株主総会
普通株式 182,178 1,500  平成19年12月31日  平成20年３月27日
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 前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31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）
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 2,317

 合計 2,317

  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

　　　　（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20年３月26日

定時株主総会
普通株式 182,178 利益剰余金 1,500  平成19年12月31日 平成20年３月27日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金   2,449,419千円

取得日から３ヵ月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券）

   1,698,280千円

現金及び現金同

等物
  4,147,699千円

現金及び預金   1,658,410千円

現金及び現金同

等物
  1,658,410千円

現金及び預金  4,402,843千円

現金及び現金同

等物
4,402,843千円
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間　(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

 

不動産投資・ア
セットマネジメ

ント事業
(千円)

債権投資・
管理回収事業

(千円)
計(千円)

消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 3,240,046 849,720 4,089,767 － 4,089,767

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － －

計 3,240,046 849,720 4,089,767 － 4,089,767

営業費用 1,217,696 402,302 1,619,999 178,718 1,798,718

営業利益 2,022,350 447,418 2,469,768 (178,718) 2,291,049

　（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178,718千円であり、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。

当中間連結会計期間　(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

 
不動産投資顧問

事業
(千円)

債権投資・
管理回収事業

(千円)
計(千円)

消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 1,959,197 520,289 2,479,487 － 2,479,487

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － －

計 1,959,197 520,289 2,479,487 － 2,479,487

営業費用 1,591,888 456,580 2,048,468 168,215 2,216,683

営業利益 367,309 63,709 431,019 (168,215) 262,803

　（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) 不動産投資顧問事業……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168,215千円であり、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．当中間連結会計期間から、「不動産投資・アセットマネジメント事業」を「不動産投資顧問事業」に名称変

更いたしました。なお、これに伴う事業区分の方法、売上高及び営業費用の各セグメントへの配賦方法の変

更はありません。
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前連結会計年度　(自　平成19年１月１日　至　平成19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      

(1) 外部顧客に対する売上高 6,092,961 1,745,172 7,838,134 － 7,838,134

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － －

計 6,092,961 1,745,172 7,838,134 － 7,838,134

営業費用 2,451,359 853,247 3,304,607 371,299 3,675,906

営業利益 3,641,602 891,925 4,533,527 (371,299) 4,162,228

　（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371,299千円であり、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間　(自　平成19年１月１日　至　平成19年６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 3,501,854 587,912 4,089,767 － 4,089,767

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 3,501,854 587,912 4,089,767 － 4,089,767

 営業費用 1,619,999 － 1,619,999 178,718 1,798,718

 営業利益 1,881,855 587,912 2,469,768 (178,718) 2,291,049

　（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あります。

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178,718千円であり、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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当中間連結会計期間　(自　平成20年１月１日　至　平成20年６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 2,126,108 353,379 2,479,487 － 2,479,487

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 2,126,108 353,379 2,479,487 － 2,479,487

 営業費用 2,048,468 － 2,048,468 168,215 2,216,683

 営業利益 77,640 353,379 431,019 (168,215) 262,803

　（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あります。

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168,215千円であり、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19年１月１日　至　平成19年12月31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 6,867,764 970,369 7,838,134 － 7,838,134

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 6,867,764 970,369 7,838,134 － 7,838,134

 営業費用 3,304,607 － 3,304,607 371,299 3,675,906

 営業利益 3,563,157 970,369 4,533,527 (371,299) 4,162,228

　（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あります。

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371,299千円であり、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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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間　(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

北米 計

Ⅰ　海外売上高　　（千円） 587,912 587,912

Ⅱ　連結売上高　　（千円） 4,089,767

Ⅲ　　　　　　（％） 14.4 14.4

　（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あります。

北米……米国

当中間連結会計期間　(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

北米 計

Ⅰ　海外売上高　　（千円） 355,764 355,764

Ⅱ　連結売上高　　（千円） 2,479,487

Ⅲ　　　　　　（％） 14.3 14.3

　（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あります。

北米……米国

前連結会計年度　(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

北米 計

Ⅰ　海外売上高　　（千円） 996,670 996,670

Ⅱ　連結売上高　　（千円） 7,838,134

Ⅲ　　　　　　（％） 12.7 12.7

　（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あります。

北米……米国

　（開示の省略）

　　リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、中間決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額       63,114円59銭             67,219円36銭             70,084円83銭

１株当たり中間（当期）純

利益又は中間純損失（△）
      9,927円01銭            △644円99銭             18,194円35銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
     8,336円91銭 　なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益については、

潜在株式が存在するものの、

１株当たり中間純損失である

ため記載しておりません。

           14,808円20銭

　（注）１.　１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

純資産の部の合計額        10,417,717千円          11,067,073千円           10,514,235千円

純資産の部の合計額から控除する

金額
     2,752,324千円           2,899,517千円            2,002,292千円

 （うち新株予約権） (2,317千円) (2,306千円) (2,317千円)

 （うち少数株主持分） (2,750,007千円) (2,897,211千円) (1,999,975千円)

普通株式に係る中間期末（期

末）の純資産額
        7,665,393千円            8,167,555千円            8,511,942千円

中間期末（期末）の普通株式の数        121,452株               121,506株               121,452株

　　２.　１株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

中間（当期）純利益又は中間純損

失（△）
        1,205,522千円             △78,347千円            2,209,619千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利

益又は中間純損失（△）
        1,205,522千円             △78,347千円            2,209,619千円

普通株式の期中平均株式数        121,439株               121,470株               121,445株

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に用いられ

た当期純利益調整額の主要な内訳

― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に用いられ

た普通株式増加数の主要な内訳

新株予約権   18,028株

新株予約権付

社債
   5,134株

　計   23,162株

―

新株予約権   17,417株

新株予約権付

社債
  10,354株

　計   27,771株

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

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  1,890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   4,842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　5,367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）

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

―――― ―――― （重要な投資、資金の借入及び資産の

担保提供）

　平成20年１月30日付けで、当社グ

ループが運用するファンド（SCJレジ

デンシャル・ファンド2合同会社－連

結子会社）の投資ビークルの１つであ

るRF2A合同会社（連結子会社）が新規

の資産を取得しております。

　その概要は以下の通りでありま

す。

１　資産内容　信託不動産（不動産

　　　　　　　信託受益権）

２　取得金額　3,640,000千円

　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　　株式会社新生銀行

２　借入額　　2,623,000千円

３　利率　　　初回適用金利2.53％

４　返済条件　期限一括弁済

５　借入日　　平成20年１月30日

６　返済期日　平成23年１月28日

　担保に供している資産及び担保に係

る債務は以下の通りであります。

１　担保に供している資産　

　　　信託不動産（不動産信託受益

　　　権）　　　　　3,640,000千円

２　担保に係る債務

　　　長期借入金　　2,623,000千円

　なお、上記長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、同社が保有する上記信託不動産

（不動産信託受益権）等を担保として

金融機関から調達した借入金であり、

当該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。

　平成20年１月30日付けで、当社グ

ループが運用するファンド（SCJレジ

デンシャル・ファンド2合同会社－連

結子会社）の投資ビークルの１つであ

るRF2C合同会社（連結子会社）が新規

の資産を取得しております。

　その概要は以下の通りでありま

す。

１　資産内容　信託不動産（不動産

　　　　　　　信託受益権）

２　取得金額　1,310,000千円
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前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

　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　　株式会社新生銀行

２　借入額　　5,900,000千円

３　利率　　　初回適用金利2.53％

４　返済条件　期限一括弁済

５　借入日　　平成20年１月30日

６　返済期日　平成23年１月28日

　担保に供している資産及び担保に係

る債務は以下の通りであります。

１　担保に供している資産　

　　　信託不動産（不動産信託受益

　　　権）　　　　　8,450,000千円

　　　（平成19年度中に取得してい

　　　　た資産を含む）

２　担保に係る債務

　　　長期借入金　　5,900,000千円

　なお、上記長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、同社が保有する上記信託不動産

（不動産信託受益権）等を担保として

金融機関から調達した借入金であり、

当該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。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年12月31日)

区分
 
 

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   1,397,039   346,506   3,305,098  

２　売掛金 　  252,103   1,604,513   1,209,118  

３　有価証券   3,494,361   －   －  

４　未収入金   156,347   142,155   282,987  

５　未収還付法人税等   －   －   330,040  

６　前払費用   －   －   36,790  

７　未収配当金 　  －   1,592,100   －  

８　繰延税金資産   38,720   113,103   33,871  

９　関係会社短期貸付金  －   7,477,101   6,116,360  

10　その他 　  960,278   214,762   18,913  

流動資産合計   6,298,851 49.2  11,490,243 70.9  11,333,180 68.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物 　  121,105   99,787   100,911  

(2) 工具器具及び備品  31,546   48,481   46,014  

有形固定資産合計  152,652 1.2  148,269 0.9  146,925 0.9

２　無形固定資産   9,919 0.1  8,572 0.0  9,360 0.1

３　投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   1,457,306   1,236,135   1,261,778  

(2) 関係会社株式   573,397   631,297   643,397  

(3) その他の関係会社有価証券  3,930,093   2,004,925   2,588,786  

(4) 出資金  －   －   97,666  

(5) 関係会社出資金  －   －   8,000  

(6) 関係会社長期貸付金  －   －   128,845  

(7) 敷金及び保証金  263,558   261,682   261,799  

(8）繰延税金資産  －   －   13,364  

(9）その他   108,966   433,843   －  

投資その他の資産合計  6,333,323 49.5  4,567,885 28.2  5,003,638 30.3

固定資産合計   6,495,894 50.8  4,724,727 29.1  5,159,924 31.3

資産合計   12,794,746 100.0  16,214,970 100.0  16,493,105 100.0

           

－ 39 －



  
前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年12月31日)

区分
 
 

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 　  －   1,835,000   3,635,000  

２　未払金   447,813   301,554   263,661  

３　未払法人税等   4,858   5,151   28,164  

４　預り金   －   －   118,123  

５　賞与引当金   55,000   55,500   32,000  

６　その他   45,089   97,043   14,599  

流動負債合計   552,762 4.3  2,294,249 14.1  4,091,548 24.8

Ⅱ　固定負債           

１　新株予約権付社債  6,000,000   6,000,000   6,000,000  

２　繰延税金負債   8,016   －   －  

固定負債合計   6,008,016 47.0  6,000,000 37.0  6,000,000 36.4

負債合計   6,560,778 51.3  8,294,249 51.1  10,091,548 61.2

           

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   1,200,253 9.4  1,200,779 7.4  1,200,253 7.3

２　資本剰余金           

 　(1) 資本準備金  1,168,214   1,168,729   1,168,214   

資本剰余金合計   1,168,214 9.1  1,168,729 7.2  1,168,214 7.1

３　利益剰余金           

 　(1) その他利益剰余金          

 　　　繰越利益剰余金  3,851,472   5,569,008   4,041,975   

利益剰余金合計   3,851,472 30.1  5,569,008 34.4  4,041,975 24.5

 株主資本合計   6,219,940 48.6  7,938,516 49.0  6,410,443 38.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価差額金  11,710 0.1  △20,102 △0.1  △11,203 △0.1

評価・換算差額等合計  11,710 0.1  △20,102 △0.1  △11,203 △0.1

Ⅲ　新株予約権   2,317 0.0  2,306 0.0  2,317 0.0

純資産合計   6,233,967 48.7  7,920,720 48.9  6,401,556 38.8

負債純資産合計   12,794,746 100.0  16,214,970 100.0  16,493,105 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
 
 

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   1,510,474 100.0  1,135,649 100.0  3,265,283 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費  1,329,377 88.0  1,432,863 126.2  2,745,974 84.1

営業利益
又は営業損失（△）

  181,096 12.0  △297,214 △26.2  519,308 15.9

Ⅲ　営業外収益 　  2,128,294 140.9  1,974,544 173.9  2,157,971 66.1

Ⅳ　営業外費用 　  35,781 2.4  16,049 1.4  68,850 2.1

経常利益   2,273,609 150.5  1,661,279 146.3  2,608,430 79.9

Ⅴ　特別利益
　

　
 － －  1,790 0.2  － －

Ⅵ　特別損失 　  90,804 6.0  42,924 3.8  91,625 2.8

税引前中間(当期)純利益  2,182,804 144.5  1,620,145 142.7  2,516,804 77.1

法人税、住民税及び事業税 41,130   51,016   185,432   

法人税等調整額  △5,721 35,408 2.3 △140,080 △89,064 △7.8 △6,526 178,906 5.5

中間(当期)純利益  2,147,395 142.2  1,709,210 150.5  2,337,898 71.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６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

中間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

中間純利益 － － － 2,147,395 2,147,395 2,147,395

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
787 772 772 1,965,339 1,965,339 1,966,899

平成19年６月30日残高（千円） 1,200,253 1,168,214 1,168,214 3,851,472 3,851,472 6,219,940

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 1,560

剰余金の配当 － － － △182,056

中間純利益 － － － 2,147,395

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△1,222 △1,222 △15 △1,237

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△1,222 △1,222 △15 1,965,662

平成19年６月30日残高（千円） 11,710 11,710 2,317 6,233,967

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６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19年12月31日残高（千円） 1,200,253 1,168,214 1,168,214 4,041,975 4,041,975 6,410,443

中間会計期間中の変動額

新株の発行 525 514 514 － － 1,040

剰余金の配当 － － － △182,178 △182,178 △182,178

中間純利益 － － － 1,709,210 1,709,210 1,709,210

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
525 514 514 1,527,032 1,527,032 1,528,073

平成20年６月30日残高（千円） 1,200,779 1,168,729 1,168,729 5,569,008 5,569,008 7,938,516
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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19年12月31日残高（千円） △11,203 △11,203 2,317 6,401,556

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 1,040

剰余金の配当 － － － △182,178

中間純利益 － － － 1,709,210

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△8,898 △8,898 △10 △8,908

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△8,898 △8,898 △10 1,519,164

平成20年６月30日残高（千円） △20,102 △20,102 2,306 7,920,720

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31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

事業年度中の変動額

新株の発行 787 772 772 － － 1,560

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

当期純利益 － － － 2,337,898 2,337,898 2,337,898

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）
787 772 772 2,155,842 2,155,842 2,157,402

平成19年12月31日残高（千円） 1,200,253 1,168,214 1,168,214 4,041,975 4,041,975 6,410,443

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

事業年度中の変動額

新株の発行 － － － 1,560

剰余金の配当 － － － △182,056

当期純利益 － － － 2,337,898

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△24,136 △24,136 △15 △24,151

事業年度中の変動額合計

（千円）
△24,136 △24,136 △15 2,133,250

平成19年12月31日残高（千円） △11,203 △11,203 2,317 6,401,556
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19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

中間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

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法

（評価差額は全部純資産

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、中間決算日の直物為替

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、中間決算日の直物為替

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(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。）
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

２　固定資産の減価償

却の方法

(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

 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～

15年であります。

(1) 有形固定資産

同左

 

 

(2) 無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社内

における見込利用可能期間

(５年)に基づき定額法によ

り償却しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３　繰延資産の処理方

法

(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

(1) 株式交付費

同左

(2) 社債発行費

　支出時に全額費用処理し

ております。

(2) 社債発行費

同左

(2) 社債発行費

同左

４　引当金の計上基準

 

(1) 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率

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
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

 

 

(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

額のうち当中間会計期間の

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、中

間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　その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための重要な事

項

(1) 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、匿名組合の財産の

持分相当額を「投資有価証

券」として計上しておりま

す。

　匿名組合への出資時に

「投資有価証券」を計上し、

匿名組合が獲得した純損益

の持分相当額については

「売上高」に計上するとと

もに同額を「投資有価証

券」に加減し、投資先の営

業者からの出資金の払い戻

しについては、「投資有価

証券」を減額させておりま

す。

(1) 匿名組合出資金の会計処

理

同左

　

(1) 匿名組合出資金の会計処

理

同左

 

 

 

(2) 消費税等の会計処理

　税抜方式により処理して

おります。

　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。

(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。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

（減価償却資産の減価償却の方法）

　当中間会計期間から、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。

―――― （減価償却資産の減価償却の方法）

　当事業年度から、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。

　これによる損益に与える影響は軽微

であります。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

―――― （中間貸借対照表）

　前中間会計期間において流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「未収配当金」及び「関係会社短期貸

付金」は、当中間会計期間において資産の総額の100分の

５を越えたため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間の「未収配当金」及び「関係会社

短期貸付金」は、それぞれ1,600千円及び484,081千円であ

ります。
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