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1.  20年12月期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 5,807 △25.9 718 △82.7 166 △95.9 △370 ―

19年12月期 7,838 25.5 4,162 23.5 4,069 20.4 2,209 10.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年12月期 △3,046.20 ― △4.6 0.4 12.4
19年12月期 18,194.35 14,808.20 29.3 17.7 53.1

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  8百万円 19年12月期  26百万円

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12月期 53,365 11,791 14.0 61,585.54
19年12月期 32,330 10,514 26.3 70,084.83

（参考） 自己資本  20年12月期  7,483百万円 19年12月期  8,511百万円

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12月期 266 △25,673 24,040 3,061
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 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年12月期 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 182 8.2 2.4
20年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0.0

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 ――― 12.7 ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

第2四半期連結累計期間業績予想について、当社グループの業績は投資対象資産の取得及び売却時期やその価額等により大きく影響を受け不確定要素が多いため開
示を控えさせていただいておりますが、第2四半期末に近づき開示が可能になった時点で速やかに開示することといたします。  

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

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 7,050 21.4 3,020 320.4 2,000 ― 960 ― 7,900.84
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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）  有  

（注） 詳細は、８ページ 『企業集団の状況』 をご覧ください。  

(2) 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（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） 

（注） 詳細は、24ページ 『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） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、34ページ 『１株当たり情報』 をご覧ください。  

新規 1社 （社名 SCJREP IV Management, LLC ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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

② 期末自己株式数 20年12月期 ―株 19年12月期 ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年12月期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 1,948 △40.3 △645 ― 1,385 △46.9 1,455 △37.7

19年12月期 3,265 15.0 519 100.9 2,608 96.1 2,337 94.1

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年12月期 11,984.47 9,527.13
19年12月期 19,250.62 15,667.89

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12月期 17,773 7,607 42.8 62,587.94
19年12月期 16,493 6,401 38.8 52,689.45

（参考） 自己資本 20年12月期  7,604百万円 19年12月期  6,399百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

第2四半期累計期間業績予想について、当社グループの業績は投資対象資産の取得及び売却時期やその価額等により大きく影響を受け不確定要素が多いため開示を
控えさせていただいておりますが、第2四半期期末に近づき開示が可能になった時点で速やかに開示することといたします。  

＊業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としていま
す。実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。上記予想に関する事項につきましては、添付資料の３ページをご参照ください。 

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

第2四半期累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 3,830 96.6 1,520 ― 1,210 △12.7 670 △54.0 5,514.13
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 （当期の経営成績）

  当連結会計年度(平成20年1月1日～平成20年12月31日、以下「当期」と記載）においては、米国のサブプライム・

ローン問題に端を発した金融危機により、株式、クレジット、為替、不動産等あらゆる市場は重大な影響を受け、一

部の市場は完全に機能麻痺または閉鎖に追い込まれました。世界各国の金融や不動産関連業界における経営破綻は急

速に増大し、実態経済全般においても企業収益の急速な落ち込みや失業率の増大等今後の不確実性は急速に高まりま

した。

  当期の重点目標であった第4号オポチュニティ・ファンドの募集については、こうした困難な市場環境により当初予

定額には達しなかったものの、平成20年6月の一次募集完了後も引き続き追加募集により募集額が増加し当期末までに

出資約束総額453百万USドルの調達を完了しております。第4号オポチュニティ・ファンドの開始に加えて、複数の投

資家からの出資により一任運用を行うファンド運用以外に特定投資家向けアセットマネジメント業務の受託が拡大し

たことにより、アセットマネジメント・フィー（資産管理報酬）は前期比13.6%の増収となっております。

  しかしながら、既述のとおり市場環境は急速に悪化しました。そのため当社グループは資産の取得・売却等の投資

活動を延期又は見送りを行なうこととなり、当期における投資活動に伴なうアクイジション・フィー（資産取得手数

料)やディスポジション・フィー（資産売却手数料）及びインセンティブ・フィー（成功報酬）はいずれも減少しまし

た。また、運用ファンドへの共同出資の一部について投資資産の評価減を行い、更に今後の収益環境を考慮して繰延

税金資産の取り崩しを実施しました。これらの結果、上場以来初めて当期純損失を計上するにいたりました。 

  当社は金融危機に対応するため、最優先課題として当社グループのキャシュ・フロー管理、信用リスク管理等財務

管理の強化に加えて、運用ファンドの投資資産の価値の維持・向上及びファンドレベルのノン・リコースローンへの

対応を含む投資リスクの管理を徹底してまいりました。更に業務執行のプロセスを見直し、大阪営業所の閉鎖や部門

統廃合、役職員の員数及び給与・報酬の削減を実施しました。

  上記の結果、当期における連結売上高は5,807百万円（前期比25.9％減）、連結経常利益は166百万円（前期比

95.9％減）、連結当期純損失は370百万円となりました。また、平成20年12月末における受託資産残高合計は5,727億

円（前年度末比3.9％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 不動産投資顧問事業

　第4号オポュニティ・ファンドの新規組成と特定の投資家のための不動産アセットマネジメント業務における新規受

託の増加（当期は約480億円の増加）によりアセットマネジメント・フィーが増加したものの、資産の取得・売却を延

期又は見送りによりその他の手数料及び成功報酬の大幅な減少を補うにはいたりませんでした。

　なお第4号ファンドの最終募集時期（次期第2四半期）における最終出資約束総額は800百万USドルを目標としており

ます。

　外資系投資銀行及び海外投資家等の中には今回の金融危機により破綻したあるいは破綻懸念のあるアセットマネジ

メント会社から弊社グループにアセットマネジメント業者を変更するケースが見られ、今後もこのような面において

も受託資産の増加が期待できます。

  本事業における売上高は4,889百万円（前期比19.8％減）、営業利益は936百万円（前期比74.3％減）となりました。

また、本事業の当連結会計年度末における受託資産残高は5,087億円（前年度末比8.6%増）となりました。

 ② 債権投資・管理回収事業

　不良債権の担保不動産の買い手の資金繰りの悪化や担保不動産の価格の下落により債権回収が低調に推移した結果、

回収時に計上するディスポジション・フィー及びインセンティブ・フィーの各フィー収入が大幅に減少しました。一

方、金融危機に伴う不動産会社・金融機関の破綻等により不良債権の処理が増加しており、2007年以降縮小傾向にあっ

た不良債権関連市場に復活の傾向が見られたことから、次期以降の収益回復に向けて、顧客投資家の発掘及び投資案

件の確保に努めました。

　本事業における売上高は918百万円（前期比47.4%減）、営業利益は86百万円（前期比90.4％減）となりました。ま

た、本事業の当連結会計年度末における受託資産残高は640億円（前年度末比22.7％減）となりました。 

（次期の見通し）

  次期においても、世界経済の不確実性が早期に払拭されることは期待できず、厳しい経営環境が続くものと見られ

ます。当社グループは今後も当社グループの経営管理及び財務管理を強化するとともに、運用ファンドの投資資産の

価値の維持向上に全力を尽くしつつ投資リスク管理の強化に努めてまいります。

  一方、このような異常な市場環境では魅力的な投資の機会も供給されています。第4号オポチュニティ・ファンドの
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募集を継続しファンド規模の拡大を図ると共に、不動産アセットマネジメント業務の受託を増加することにより経常

的な収入であるアセットマネジメント・フィーの増大を図る予定です。募集済みファンドにおいては厳選した優良案

件の新規取得を推進していきます。

  不動産会社・金融機関の破綻等に伴う不良債権の処理が増加し、2007年以降縮小傾向にあった不良債権関連市場が

再び復活する兆しが見られます。弊社グループは不動産ファンドの運用と共に不良債権関連ビジネスを中核業務とし

て業務展開を行ってきましたが、この分野においても不良債権の処分を進めたい金融機関からの案件持ち込みが急増

しています。不良債権投資に関心をもつ海外顧客投資家などのため良質のサービスを提供することにより不良債権関

係の投資においても受託資産の拡大によりアセットマネジメント・フィーの増加および成功報酬の拡大を図る予定で

す。

  次期連結業績予想については、売上高は7,050百万円、経常利益は2,000百万円、当期純利益は960百万円を予想して

おります。

  第2四半期業績予想について、当社グループの業績は投資対象資産の取得及び売却時期やその価額等により大きく影

響を受け不確定要素が多いため開示を控えさせていただいておりますが、第二四半期末に近づき開示が可能になった

時点で速やかに開示することといたします。

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

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

可能性があります。

 

(2）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)

　当期末における総資産は前期末比21,035百万円増加し53,365百万円となりました。増加の主な要因は当社グループ

の主要な運用ファンド（SCJレジディンシャル・ファンド第2号）が前期末に連結の範囲に加わりましたが、当期にお

いて当該ファンドが賃貸用不動産を追加取得したことによるものです。

(負債)

　当期末における負債は前期末比19,759百万円増加し41,574百万円となりました。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（前期末比22,000百万円の増加）と運用ファンドの社債の増加（前期末比3,359百万

円の増加）によるものです。なお、長期借入金はその全額が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

として行われたノンリコース・ローンです。また、社債も全額が連結対象である当社グループの運用ファンドのため

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。

(純資産)

　当期末における純資産は前期末比1,277百万円増加し11,791百万円となりました。増加の主な要因は当期純損失の計

上により利益剰余金が減少し、また為替換算調整勘定のマイナス幅が拡大した一方、少数株主持分が増加したことに

よるものです。

 

(キャッシュ・フローの状況）

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は前期と比べて1,341百万円減少し、3,061

百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況と主な増減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

　当期において営業活動の結果獲得した資金は266百万円（前期は5,576百万円の使用）となりました。主な要因は当

期純損失を計上した一方、当社グループの運用ファンドの投資資産に係る評価損計上を行なったことや売上債権の減

少等によるものです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

　当期において投資活動の結果使用した資金は25,673百万円(前期は6,530百万円の使用)となりました。主な要因は当

社グループの運用ファンドの投資活動の結果、有形固定資産や信託受益権等の投資金額が信託受益権の出資返還等の

受取金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 

  当期において財務活動の結果獲得した資金は24,040百万円（前期は15,569百万円の獲得）となりました。主な要因

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及び当社グループの運用ファンドによる社債の発行、また少

数株主からの払い込みによる収入があったことによるものです。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率（％） 77.2 48.0 26.3 14.0

時価ベースの自己資本比率（％) 997.9 291.0 59.7 6.9

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年）
－ 2.3 － 113.2

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
3,909.3 144.3 － 0.3

 　自己資本比率：自己資本／総資産

 　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

 　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

 （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としています。

 （注５）平成19年12月期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、

営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。

 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社グループは、株主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。また、当社グループは将来

の成長を維持し企業価値の増大を図るには、利益の一部を留保し事業上必要な再投資をおこなう必要があり、このよ

うな資金需要及び連結当期純利益を考慮し、配当を弾力的に決定することとしております。当期の期末配当につきま

しては、当期の業績が純損失370百円となったこと及び世界的な金融危機による資金調達市場の不確定要因を考慮し今

後の資金的対応をおこなうため、誠に遺憾ながら、見送りとさせていただきます。なお、次期の期末配当につきまし

ては、次期業績予想をもとに一株当たり1,000円を予定いたしております。

(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％連結子会社である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ャック・S・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か当社グループが他の重要

な投資家（戦略投資家もしくは金融投資家を問わず）による投資を受け入れる等により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。
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③不動産ファイナンス・投資市場の環境の悪化について

　米国のサブプライム・ローン問題を契機として全世界規模での株価下落、クレジット市場の縮小、企業収益の急速

な悪化等投資環境が激変しました。特に不動産ファインナンス市場の急速な縮小により不動産市場の取引件数が激減、

相場の下落をもたらしています。このような市場環境が長く続いた場合、当社グループによる新規ファンドの募集や

既存ファンドによる資産の取得・売却の延期または中止、ノンリコース・ローン返済のための資産の強制売却等によ

り運用成績が悪化し、当社グループのファンド等からの受取手数料や共同出資等にかかわる投資収益の減少または損

失が発生する可能性があります。また、そのような事態は銀行等からの資金調達能力にも悪影響を及ぼし当社グルー

プの資金繰りに重要な影響を及ぼす可能性があります。

 ④海外投資家の投資スタンスの変化について

　当社グループは内外顧客層の拡大と多様化のために、リスク許容度や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、受託資産残高ベースでは海外顧客投資家に対する依存は引き続き高くとどまっております。今回の金

融危機を受けて海外投資家の多くが大きな損失を蒙り、ヘッジファンドの解約の増加等、投資資金は高リスクの資産

からより安全性の高い資産に向かっています。当社の運用する既存ファンドはその性格上解約は発生しませんが、今

後のファンド募集活動は投資家の資産配分の方針に左右されますので、特に海外機関投資家の投資方針が大きく変化

する場合には、受託資産残高の伸びの鈍化或いは減少につながり当社の収益に影響を与える可能性があります。

⑤新株予約権の行使による株式価値の希薄化及び新株予約権付社債の期前償還について

　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。

⑥当社グループの資金調達に係る財務制限条項について

　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な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。これらの契約には、財務制限条項が付されています。これ

らの条項に抵触し期限の利益喪失請求が行われた場合には、資金調達が滞ることにより、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。 特定の金融機関の貸出コミットメントライン契約について「連結経常利益1,000,000

千円以上を維持すること」という財務制限条項が付されており、当期末現在この財務制限条項を維持しておりません

が、金融機関より一定の理解を得ており、満期日までの期限の利益喪失請求の猶予を得ております。なお、本契約期

間は、平成18年10月12日から平成21年10月12日であります。

⑦当社グループの運用ファンドによるノンリコース・ローンの例外となる補償について

　当社グループの運用ファンドは、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。

⑧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
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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。なお、当社の

免許については平成21年4月2日に更新期限を迎えますが、連結子会社に本業務を集約する方針であり、同免許の更新

は行なわない予定です。

(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。

 

(Ⅴ）貸金業法

　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貸金業者として登録を行っております（当社：

東京都知事(2)28249号　SCJインベストメント・マネジメント株式会社：東京都知事(1)31161号）。本登録業務に関し

て将来何らかの理由により業務改善命令や登録取消処分を受けた場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可

能性があります。 

⑨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
　事業の内容については、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）」か

ら重要な変更がないため開示を省略します。関係会社の状況については以下の通りです。

関係会社の状況

名称 住所
資本金又は出

資金（千円）

主要な事業

の内容

議決権の所有割合

関係内容所有割合

（％）

被所有割合

（％）

（連結子会社）

SCJインベストメント・マネ

ジメント㈱ (注)２　
東京都港区 90,000

不動産投資

顧問事業
100.0 －

業務委託契約に基

づく役務の提供

役員の兼任あり

SCJ債権回収㈱ (注)２ 東京都港区 500,000

債権投資・

管理回収事

業

100.0 －

業務委託契約に基

づく役務の提供

役員の兼任あり

㈲エスシージェイ・レップ・

ジーピー・インベスター
東京都港区 3,000

不動産投資

顧問事業

100.0

(100.0)
－ 役員の兼任あり

SCJREP NK Partnership 任意

組合 (注)２
東京都港区 171,753

不動産投資

顧問事業

 66.7

(66.7)
－ －

SCJREP Ⅱ NK Partnership 

任意組合 (注)２
東京都港区 226,650

不動産投資

顧問事業

 66.7

(66.7)
－ －

SCJREP Asia NK 

Partnership任意組合 (注)２
東京都港区 3,100,194

不動産投資

顧問事業

 100.0

(93.9)
－ －

SCJREP Asia Management, 

L.P. (注)２

米国カリフォ

ルニア州

4,132,237

(37,985千

米ドル）

不動産投資

顧問事業

 100.0

(100.0)
－ －

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 (注)２

東京都港区 13,531,803
不動産投資

顧問事業

 56.5

(49.5)
－ －

SCJ・メザニン・インベスト

メント合同会社 
東京都港区 100,000

不動産投資

顧問事業
100.0 － －

SCJ-M-B投資事業有限責任組

合 (注)２
東京都港区 975,306

不動産投資

顧問事業

 100.0

(1.0)
－ －

SCJレジデンシャル・ファン

ド2合同会社 (注)２
東京都港区 1,000

不動産投資

顧問事業

 100.0

(100.0)
－ －

SCJREP Ⅳ Management, LLC

(注)２

米国カリフォ

ルニア州
－

不動産投資

顧問事業
 100.0 － －

その他12社 － － － － － －

(持分法適用非連結子会社・関連会社）

SCJREP Ⅰ Management, 

L.P. 

米国カリフォ

ルニア州

 15,017千

米ドル

不動産投資

顧問事業

9.7

(9.7)
－ －

SCJREP Ⅱ Management, 

L.P. 

米国カリフォ

ルニア州

 20,765千

米ドル

不動産投資

顧問事業

9.7

(9.7)
－ －

J-STAR㈱ 東京都港区 50,000
不動産投資

顧問事業
40.0 － 役員の兼任あり

J-STAR一号投資事業有限責任

組合
東京都港区 2,844,587

不動産投資

顧問事業

29.4

(0.1)
－ －

その他４社 － － － － － －

 （注）１　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

 　　　２　特定子会社であります。

 　　　３　有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。

 　　　４　議決権の所有割合欄の（内書）には間接所有の割合を記載しております。

セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社（2392） 平成 20 年 12 月期決算短信

－ 8 －



３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、不動産投資顧問業務を中心とするオルタナティブ投資顧問会社として成長することを経営の基本

方針とし、その実現のために次の事項に努めるものとする。

① グローバルな視野及び専門性をもって顧客ニーズ、投資機会、市場等の変化及びリスク等を適切に把握し、競争力

のある、顧客満足度の高い商品の提供と運用成果の実現に努める。

② 優れた人材の確保・育成に努力し、当社グループの競争力及び顧客からの信頼を維持・向上させる。

③ 顧客に対する受託者責任、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスを重視する業務運営体制を整備し、企

業文化として定着させる。

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、株主資本の効率的活用及び株主持分の成長性の観点から、経営指標としてＲＯＥ（自己資本当期

純利益率）及びＥＰＳ（１株当たり当期純利益）を重視し、企業経営にともなう種々のリスクを管理しつつ利益の成

長を図りつつ株主価値の増大を図ります。また、当社グループは、投資顧問会社として安定的な運用報酬確保のため、

受託資産残高の継続的な成長を重要な経営指標とします。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 「1.経営成績に関する分析（当期の経営成績）」に記載の通り、昨年来の米国のサブ・プライム・ローン問題に端を

発した金融危機は、中長期的な観点で投資環境の大きな変化をもたらすものと考えられ、当社グループとしてこれに

対応した経営戦略を実行する必要があります。

 

①当社グループは、従来より、ⅰ）投資顧問・アセットマネジメント専門業者としてフィー収入の増大を目指し、自

己勘定による不動産保有や不動産開発投資等は行わない、ⅱ）運用ファンド等への共同出資は業務推進上必要・最小

限の水準に抑える、ⅲ）運用ファンドによる投資対象を極力既にキャシュフローのある案件とすることを運用の基本

方針としてきましたが、今般の厳しい市場環境下においても、本方針により資金流動性及び投資資産の減損リスクを

最小限に抑えてきました。　投資顧問会社としての経営の健全性と受託者責任の確保のために本方針は極めて重要で

あり、今後ともこれを堅持してまいります。

②投資環境の激変は、顧客投資家に対してそのポートフォリオの資産クラスや投資戦略を問わず著しい影響を与えて

おり、当社グループとしては担当する受託資産の運用・管理の分野に注力するのみならず、顧客投資家の運用戦略全

般にわたって専門家として可能な限りのアドバイスやサポートを提供することにより、顧客の信頼をさらに高めるよ

う努めます。

③現在の厳しい市場環境は、中長期的な投資戦略の観点からは魅力的な投資環境を提供しつつあります。当社グルー

プは既に第４号オポチュニティ・ファンドについて2008年末迄に総額約453百万USドルの出資予定額を確保し、現在追

加募集をおこなっています。今後、優良投資案件の発掘、ノンリコースファイナンスの確保、当社グループの共同投

資の資金手当て等について迅速に検討を行ない、同ファンドによる投資を推進する方針です。また、当社がこれまで

に構築してきた優れた運用実績（トラックレコード）を踏まえ、中長期的な投資を検討する内外投資家に対して引き

続き、ファンド出資を募り、運用資産残高の拡大に努めます。さらに、今後増大する不良債権関連アセットマネジメ

ント業務等についても顧客投資家の発掘及び投資案件の確保の両面において従来以上に注力する方針です。

④今般の金融危機はグローバル規模で業界の再編成を促進させ、従前の主要プレーヤーが必ずしも今後の主要プレー

ヤーとなるかわからないと言われるほど変化をもたらしています。当社グループはそのような業界再編成の中で生ま

れる成長機会に注目し、事業提携、戦略出資の実施やその受け入れ等の可能性について十分に留意していく方針で

す。

⑤金融商品取引法の施行により、当社グループは新たな法的ルールのもとでより信頼性の高い業務運営が求められて

いますが、市場環境が大きく変化する状況下では、投資顧問業務に要求される受託者責任の原則やコンプライアンス

遵守になお一層強い意識をもって取り組む必要があると考えられます。引き続きこの面での体制整備等に取り組み、

顧客投資家の信頼の確保・向上に努める方針です。

 

(4）会社の対処すべき課題

   前述の市場環境、経営環境の大きな変動とリスクの拡大に対して適切に対応するために、特に以下の課題に取り組　

　む方針です。
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　①当社グループファンド等の投資資産にかかわる綿密なリスク管理

　②新規投資案件に関する精査及びリスク把握の徹底

　③当社グループのキャシュフロー管理の徹底

　④組織の見直しや業務執行プロセスの効率化等によるコスト管理

　⑤資金調達等を含む資本構成の改善による信用リスクの管理
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度
平成19年12月31日

当連結会計年度
平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   4,402,843   3,061,257  

２　売掛金   1,192,430   461,199  

３　有価証券   －   2,086,290  

４　買取債権   283,888   280,692  

５　未収入金   361,822   113,980  

６　信託不動産   7,177,504   －  

７　繰延税金資産   204,787   76,725  

８　その他 ※２  1,281,900   1,755,009  

　　貸倒引当金   △123,015   △334,361  

流動資産合計   14,782,160 45.7  7,500,794 14.1

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物 ※２ 117,560   12,404,654   

減価償却累計額  △16,649 100,911  △295,532 12,109,121  

(2）工具器具及び備品  98,142   101,968   

減価償却累計額  △52,127 46,014  △61,294 40,674  

(3）土地 ※２  －   18,382,261  

有形固定資産合計   146,925 0.5  30,532,057 57.2

２　無形固定資産   9,360 0.0  6,892 0.0

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券
※１
※２

 10,920,027   7,782,662  

(2）その他の関係会社有価
証券

※２  3,806,222   3,989,818  

(3）長期貸付金 ※２  2,199,393   2,107,695  

(4）敷金及び保証金   301,799   288,102  

(5）繰延税金資産   －   796,423  

(6）その他 ※２  164,342   361,284  

投資その他の資産合計   17,391,785 53.8  15,325,988 28.7

固定資産合計   17,548,071 54.3  45,864,938 85.9

資産合計   32,330,231 100.0  53,365,732 100.0
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前連結会計年度
平成19年12月31日

当連結会計年度
平成20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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

  １　短期借入金
※２
※３

 9,100,175   3,600,000  

２　未払金   364,015   171,575  

３　未払法人税等   1,288,553   201,032  

４　預り金   544,413   516,625  

５　賞与引当金   32,000   56,750  

６　その他   180,362   348,793  

流動負債合計   11,509,520 35.6  4,894,775 9.2

Ⅱ　固定負債        

  １　社債 ※２  1,246,232   4,605,487  

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

  ３　長期借入金 ※２  －   22,000,000  

４　匿名組合預り金   3,060,243   4,074,080  

固定負債合計   10,306,476 31.9  36,679,567 68.7

負債合計   21,815,996 67.5  41,574,343 77.9

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,200,253 3.7  1,200,779 2.3

２　資本剰余金   1,168,214 3.6  1,168,729 2.2

３　利益剰余金   6,224,674 19.3  5,672,419 10.6

株主資本合計   8,593,142 26.6  8,041,927 15.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  △21,289 △0.1  △50,666 △0.1

２　為替換算調整勘定   △59,910 △0.2  △508,248 △1.0

評価・換算差額等合計   △81,199 △0.3  △558,914 △1.1

Ⅲ　新株予約権   2,317 0.0  2,306 0.0

Ⅳ　少数株主持分   1,999,975 6.2  4,306,069 8.1

純資産合計   10,514,235 32.5  11,791,389 22.1

負債純資産合計   32,330,231 100.0  53,365,732 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　売上高   7,838,134 100.0  5,807,840 100.0

Ⅱ　売上原価   － －  1,631,142 28.1

  　売上総利益   7,838,134 100.0  4,176,697 71.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　役員報酬  202,159   250,987   

２　給与手当  1,052,866   1,187,041   

３　賞与  410,995   164,700   

４　賞与引当金繰入額  32,000   56,750   

５　貸倒引当金繰入額  123,015   211,345   

６　顧問料  209,431   233,025   

７　地代家賃  270,334   238,605   

８　支払手数料  612,303   469,236   

９　その他  762,799 3,675,906 46.9 646,686 3,458,379 59.5

営業利益   4,162,228 53.1  718,318 12.4

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  12,211   73,850   

２　受取配当金  2,000   3,060   

３　持分法投資利益  26,029   8,132   

４　為替差益  35,660   6,258   

５　還付加算金  －   12,809   

６　その他  1,015 76,918 1.0 2,490 106,602 1.8

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  112,396   514,076   

２　社債発行費  27,297   －   

３　融資手数料  －   82,574   

４　デリバティブ評価損  －   61,648   

５　市場変更費用  29,589   －   

６　その他  638 169,920 2.2 4 658,304 11.3

経常利益   4,069,225 51.9  166,616 2.9

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  － － － 1,790 1,790 0.0

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※１ 459   2,132   

２　投資有価証券評価損  －   1,310,751   

３　関係会社株式清算損  632   －   

４　本社移転関連費用 ※２ 90,533   －   

５　その他  － 91,625 1.2 69,327 1,382,212 23.8

匿名組合損益分配前税金等調
整前当期純利益又は当期純損
失(△)

  3,977,599 50.7  △1,213,804 △20.9
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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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20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
（％）

匿名組合損益分配額   △10,668 △0.2  △14,321 △0.2

税金等調整前当期純利益又は
当期純損失(△)

  3,988,268 50.9  △1,199,482 △20.7

法人税、住民税及び事業税  1,801,114   501,076   

法人税等調整額  △151,088 1,650,025 21.1 △299,623 201,452 3.5

少数株主利益又は損
失(△)

  128,623 1.6  △1,030,857 △17.8

当期純利益又は当期純損失
(△)

  2,209,619 28.2  △370,077 △6.4
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

 
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
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当連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20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19年12月31日残高（千円） 1,200,253 1,168,214 6,224,674 8,593,142

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 525 514 － 1,040

剰余金の配当 － － △182,178 △182,178

当期純損失 － － △370,077 △370,077

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）

525 514 △552,255 △551,214

平成20年12月31日残高（千円） 1,200,779 1,168,729 5,672,419 8,041,927

 

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

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 － － － － － 1,040

剰余金の配当 － － － － － △182,178

当期純損失 － － － － － △370,077

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△29,376 △448,337 △477,714 △10 2,306,094 1,828,369

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△29,376 △448,337 △477,714 △10 2,306,094 1,277,154

平成20年12月31日残高（千円） △50,666 △508,248 △558,914 2,306 4,306,069 11,791,389

セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社（2392） 平成 20 年 12 月期決算短信

－ 16 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益（△損失）  3,988,268 △1,199,482

減価償却費  40,793 299,289

賞与引当金の増減額(△減少額）  △10,000 24,750

貸倒引当金の増減額(△減少額）  123,015 211,345

営業受取利息  － △665,300

営業支払利息  － 294,406

受取利息及び受取配当金  △14,212 △76,911

為替差益  △9,726 －

支払利息  112,396 514,076

営業投資有価証券評価損  － 826,135

固定資産除却損  40,256 2,132

投資有価証券評価損  － 1,310,751

売上債権の増減額(△増加額)  △406,161 628,597

未収入金の増減額(△増加額)  △104,365 108,839

未収利息の増減額(△増加額)  △29,825 －

信託不動産の増減額(△増加額)  △7,181,223 －

その他流動資産の増減額(△増加額)  △275,923 △631,714

未払金の増減額(△減少額）  1,600 △190,214

預り金の増減額(△減少額）  332,082 △27,787

未払消費税等の増減額(△減少額）  － △126,170

匿名組合等分配損益(△利益)  △196,783 376,600

匿名組合損益分配額  △10,668 △14,321

営業利息の受取額  － 653,282

営業利息の支払額  － △244,157

その他  △93,702 △61,956

小計  △3,694,178 2,012,192

利息及び配当金の受取額  14,130 88,636

利息の支払額  △103,146 △404,592

法人税等の還付額  96,700 593,345

法人税等の支払額  △1,890,128 △2,022,676

営業活動によるキャッシュ・フロー  △5,576,622 266,906

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 －

有価証券の償還・売却による収入  2,293,447 －
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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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

有形固定資産の取得による支出  △151,940 △23,505,842

無形固定資産の取得による支出  △3,450 －

投資有価証券の取得による支出  △3,969,470 △4,000

投資有価証券の売却・出資返還による収入  837,160 22,979

その他の関係会社有価証券の取得による支出  △3,044,204 △1,981,363

その他の関係会社有価証券の売却・出資返還
による収入

 632,702 786,667

匿名組合出資による支出  △223,476 △512,620

匿名組合出資の出資返還による収入  196,547 182,466

出資金の取得による支出  △25,000 －

出資金の譲渡・売却等による収入  22,300 －

金銭信託受益権等の取得による支出  △2,617,860 △1,503,638

金銭信託受益権等の出資返還による収入  42,995 759,519

貸付による支出  △128,570 △20,751

貸付金の回収による収入  4,952,352 94,569

貸付金の購入による支出  △3,207,565 －

その他  156,883 8,834

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,530,445 △25,673,180

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）  5,538,695 △5,500,175

 　　 長期借入金による収入  － 22,023,000

 　　 社債の発行による収入  7,679,743 3,397,800

 　　 社債の償還による支出  △460,807 △38,545

配当金の支払額  △182,056 △180,086

少数株主からの払込みによる収入  1,254,622 3,625,192

少数株主への分配金の支払額  △1,333,572 △291,725

匿名組合出資者からの払込みによる収入  3,070,912 1,258,119

その他  1,540 △252,932

財務活動によるキャッシュ・フロー  15,569,076 24,040,646

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  46,138 24,041

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  3,508,146 △1,341,585

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  889,139 4,402,843

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  5,556 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 4,402,843 3,061,257
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　　該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20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　　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。

　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。

(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、

当連結会計年度に新規に設立し、連

結の範囲に含めております。
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項目
前連結会計年度

自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

(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.

(2）主要な非連結子会社の名称

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.

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。

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、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、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

同左

(2）持分法適用の非連結子会社

　該当事項はありません。

(2）持分法適用の非連結子会社数　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。
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項目
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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20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 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㈲

持分法を適用しない理由

　上記の持分法非適用会社は、当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲から除

外しております。

持分法を適用しない理由

同左

３　連結子会社の事業年度等

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。

　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虎ノ門有限責任中

間法人の決算日は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

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法

（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売買原価は総平

均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

（外貨建その他有価証券は、決

算日直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は評価差額と

して処理しております。また評

価差額は全部純資産直入法によ

り処理しております。）

（匿名組合出資金は個別法に

よっており、詳細は「４(7）イ

　匿名組合出資金の会計処理」

に記載しております。）

（投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（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。）

(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

 

 

 

 

時価のないもの

　同左
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項目
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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

同左

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。

ハ　　　―――

(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。

(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。

ロ　無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づき定額法に

より償却しております。

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

イ　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　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

(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
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項目
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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

(5）連結財務諸表の作成の基礎となった連

結会社の財務諸表の作成に当たって採

用した重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

(5）連結財務諸表の作成の基礎となった連

結会社の財務諸表の作成に当たって採

用した重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。

同左

(6）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

イ　匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合へ出資を行うに際して、匿

名組合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

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　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法に

ついては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

（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。

　当連結会計年度におきましては、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。

　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

30,398,916千円減少し、有形固定資産が30,398,916千円増

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23,481,719千円減少し、有形固

定資産の取得による支出（投資活動）が23,481,719千円増

加しております。
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表示方法の変更

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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

　――――

 

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「繰延税金資産」は、当連結

会計年度において、資産の総額の100分の1を越えたため区

分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「繰延税金資産」は57,516千円

であります。 

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、当連

結会計年度において、販売費及び一般管理費の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「支払手数料」は160,065千円

であります。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度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「還付加算金」は、当連結会計年度

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、前連結会計年度の「還付加算金」は373千円であ

ります。 

（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「関係会社株式

清算損」、「買取債権の増減額」、「前受金の増減額」及

び「未払消費税の増減額」は、当連結会計年度において、

金額的重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表

示しております。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「関

係会社株式清算損」、「買取債権の増減額」、「前受金の

増減額」及び「未払消費税の増減額」は、各々632千円、

9,182千円、23,160千円及び△5,099千円であります。

２．投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金及び保証

金の差入による支出」は、当連結会計年度において、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、当連結会計年度の「その他」に含まれている「敷

金及び保証金の差入による支出」は△12,554千円でありま

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、当連結会計年度において、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、当連結会計年度の「その他」に含まれている「株

式の発行による収入」は1,540千円であります。

（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」、

「未払消費税等の増減額」及び「営業利息の受取額」は、

当連結会計年度において、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、前連結会計年度の「その他」に含まれている「営

業受取利息」、「未払消費税等の増減額」及び「営業利息

の受取額」は、各々△512,815千円、△5,099千円及び

483,162千円であります。

２．投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産

の取得による支出」、「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」は、当連結会計年度

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、当連結会計年度の「その他」に含まれている「無

形固定資産の取得による支出」、「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」は、各々△

862千円、△9,000千円及び5,000千円であります。
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追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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。

　当連結会計年度におきましては、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1,631,142千円増加し、販売費及び一般

管理費、営業外費用(支払利息)及び特別損失（投資有価証

券評価損）が、各々510,599千円、294,406千円及び826,135

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294,406千円及び

244,157千円増加し、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244,157千円減少してお

ります。

セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社（2392） 平成 20 年 12 月期決算短信

－ 26 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
平成19年12月31日

当連結会計年度
平成20年12月31日

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは以下のと

おりであります。

投資有価証券（株式）  98,845千円

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは以下のと

おりであります。

投資有価証券（株式）       93,378千円

※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。

※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

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

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

　　  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。

　　担保に供している資産

流動資産その他    537,807千円

建物  12,016,655千円

土地  18,382,261千円

その他の関係会社有価証券 4,000千円

投資その他の資産その他 14,022千円

　　計   30,954,746千円

　　担保に係る債務

長期借入金 22,000,000千円

社債  4,605,487千円

　　計 26,605,487千円

　　  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5,145,737千円を担保に供しております。
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前連結会計年度
平成19年12月31日

当連結会計年度
平成20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 3,600,000千円

借入未実行残高 －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 3,600,000千円

借入未実行残高 300,000千円

　（財務制限条項）

　上記のうち貸出コミットメント2,000,000千円につい

ては、「連結決算書ベースで経常利益1,000,000千円以

上を維持すること」という財務制限条項が付されてお

ります。当期末現在、当社は連結「経常利益1,000,000

千円以上を維持」しておりませんが、金融機関より一

定の理解を得ており、満期日までの期限の利益喪失請

求の猶予を得ております。なお、本契約期間は、平成

18年10月12日から平成21年10月12日であります。

（連結損益計算書関係）

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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

※１　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※１　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工具器具及び備品 459千円 工具器具及び備品 2,132千円

※２　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 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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（連結株主資本等変動計算書関係）

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

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

当連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20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） 121,452 54 － 121,506

合計 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 2,306

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
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 1,500 平成19年12月31日 平成20年３月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,402,843千円

現金及び現金同等物    4,402,843千円

現金及び預金  3,061,257千円

現金及び現金同等物  3,061,257千円

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 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

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 26,687,159 1,507,914 28,195,074 4,135,157 32,330,231

減価償却費 13,585 5,001 18,586 18,487 37,073

資本的支出 60,897 22,418 83,316 72,198 155,515

　（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。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,135,157千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び前払費用）、未収還付法人税等、敷金及び保証金等であります。
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当連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,889,255 918,584 5,807,840 － 5,807,840

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 4,889,255 918,584 5,807,840 － 5,807,840

営業費用 3,952,360 832,563 4,784,924 304,597 5,089,521

営業利益 936,894 86,020 1,022,915 (304,597) 718,318

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 48,527,540 1,067,516 49,595,056 3,770,675 53,365,732

減価償却費 272,802 6,448 279,251 20,038 299,289

資本的支出 23,490,254 4,341 23,494,596 12,109 23,506,705

　（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304,597千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門にかかる費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,770,675千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び前払費用）、未収還付法人税等、敷金及び保証金等であります。

５．当連結会計年度から、「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変更、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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ｂ．所在地別セグメント情報

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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 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

Ⅱ　資産 25,913,540 2,281,533 28,195,074 4,135,157 32,330,231

　（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

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。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,135,157千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び前払費用）、未収還付法人税等、敷金及び保証金等であります。

当連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,658,765 1,149,074 5,807,840 － 5,807,840

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
262,558 － 262,558 (262,558) －

計 4,921,324 1,149,074 6,070,399 (262,558) 5,807,840

 営業費用 4,781,920 21,059 4,802,980 286,541 5,089,521

 営業利益 139,403 1,128,014 1,267,418 (549,099) 718,318

Ⅱ　資産 45,984,808 3,611,634 49,596,442 3,769,289 53,365,732

　（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

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304,597千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門にかかる費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,770,675千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び前払費用）、未収還付法人税等、敷金及び保証金等であります。
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ｃ．海外売上高

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す。

      　　北米……米国

当連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

北米 計

Ⅰ　海外売上高　（千円） 1,153,752 1,153,752

Ⅱ　連結売上高　（千円）  5,807,840

Ⅲ　 　　　  ％ 19.9 19.9

　      （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

（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、税効果会計及び関連当事者との取引に関す

る注記事項については、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
前連結会計年度

自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

１株当たり純資産額       70,084円83銭             61,585円54銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失

（△）
      18,194円35銭         △3,046円20銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益       14,808円20銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

純資産の部の合計額          10,514,235千円 11,791,389千円

純資産の部の合計額から控除する金額          2,002,292千円 4,308,376千円

（うち新株予約権） (2,317千円) (2,306千円)

（うち少数株主持分） (1,999,975千円) (4,306,069千円)

普通株式に係る期末の純資産額          8,511,942千円 7,483,013千円

期末の普通株式の数        121,452株 121,506株

　　　　２．１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 
前連結会計年度

自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

当期純利益又は当期純損失（△）          2,209,619千円 △370,077千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）
         2,209,619千円 △370,077千円

普通株式の期中平均株式数        121,445株 121,488株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳
－ －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳

新株予約権 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　　　 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

　（注）

（注）平成14年７月25日 臨時株主総会特別決議 新株予約権12,069株、平成16年１月８日 臨時株主総会特別決議 新株

予約権6,750株、平成17年３月30日 定時株主総会特別決議 新株予約権3,792株、平成18年３月30日 定時株主総会

特別決議 新株予約権1,000株及び平成19年４月11日 取締役会決議 新株予約権付社債15,487株
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（重要な後発事象）

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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20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

　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

　該当事項はありません。
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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

当連結会計年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

　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．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

平成19年12月31日
当事業年度

平成20年12月31日

区分
 
 

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   3,305,098   2,669,618  

２　売掛金   1,209,118   1,971,923  

３　未収入金   282,987   111,513  

４　未収還付法人税等   330,040   364,429  

５　前払費用   36,790   46,230  

６　繰延税金資産   33,871   35,893  

７　関係会社短期貸付金   6,116,360   7,737,101  

８　その他   18,913   168,556  

流動資産合計   11,333,180 68.7  13,105,266 73.7

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  117,560   123,972   

減価償却累計額  △16,649 100,911  △31,505 92,466  

(2) 工具器具及び備品  98,142   101,968   

減価償却累計額  △52,127 46,014  △61,294 40,674  

有形固定資産合計   146,925 0.9  133,141 0.8

２　無形固定資産        

　(1）ソフトウェア   9,360   6,892  

無形固定資産合計   9,360 0.1  6,892 0.0

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   1,261,778   1,092,029  

(2）関係会社株式   643,397   627,797  

(3）その他の関係会社有価証券  2,588,786   1,622,761  

(4）出資金   97,666   91,266  

(5）関係会社出資金   8,000   10,000  

(6）関係会社長期貸付金   128,845   552,056  

(7）敷金及び保証金   261,799   263,102  

(8）繰延税金資産   13,364   337,607  

　　貸倒引当金   －   △68,400  

投資その他の資産合計   5,003,638 30.3  4,528,221 25.5

固定資産合計   5,159,924 31.3  4,668,255 26.3

資産合計   16,493,105 100.0  17,773,521 100.0
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前事業年度

平成19年12月31日
当事業年度

平成20年12月31日

区分
 
 

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
 
 

 3,635,000   3,935,000  

２　未払金   263,661   115,519  

３　未払法人税等   28,164   12,333  

４　預り金   118,123   27,545  

５　賞与引当金   32,000   56,750  

６　その他   14,599   19,257  

流動負債合計   4,091,548 24.8  4,166,404 23.4

Ⅱ　固定負債        

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

固定負債合計   6,000,000 36.4  6,000,000 33.8

負債合計   10,091,548 61.2  10,166,404 57.2

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,200,253 7.3  1,200,779 6.8

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  1,168,214   1,168,729   

資本剰余金合計   1,168,214 7.1  1,168,729 6.6

３　利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  4,041,975   5,315,769   

利益剰余金合計   4,041,975 24.5  5,315,769 29.9

株主資本合計   6,410,443 38.9  7,685,277 43.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  △11,203 △0.1  △80,467 △0.5

評価・換算差額等合計   △11,203 △0.1  △80,467 △0.5

Ⅲ　新株予約権   2,317 0.0  2,306 0.0

純資産合計   6,401,556 38.8  7,607,116 42.8

負債純資産合計   16,493,105 100.0  17,773,521 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当事業年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

区分
 
 

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,265,283 100.0  1,948,315 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費   2,745,974 84.1  2,594,134 133.1

営業利益又は営業損失(△)  519,308 15.9  △645,819 △33.1

Ⅲ　営業外収益        

１　受取利息  34,453   168,814   

２　受取配当金  2,112,000   1,895,160   

３　為替差益  10,917   5,047   

４　その他  599 2,157,971 66.1 1,221 2,070,243 106.2

Ⅳ　営業外費用        

１　支払利息  11,959   39,167   

２　社債発行費  27,297   －   

３　市場変更費用  29,589   －   

４　その他  4 68,850 2.1 0 39,168 2.0

経常利益   2,608,430 79.9  1,385,255 71.1

Ⅴ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  － － － 1,790 1,790 0.1

Ⅵ　特別損失        

１　固定資産除却損  459   2,132   

２　投資有価証券評価損  －   138,808   

３　関係会社株式清算損  632   －   

４　本社移転関連費用  90,533   －   

５　その他  － 91,625 2.8 5,628 146,569 7.5

税引前当期純利益   2,516,804 77.1  1,240,476 63.7

法人税、住民税及び事業税 185,432   118,470   

法人税等調整額  △6,526 178,906 5.5 △333,966 △215,495 △11.0

当期純利益   2,337,898 71.6  1,455,972 74.7
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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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当事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20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

事業年度中の変動額       

新株の発行 525 514 514 － － 1,040

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

当期純利益 － － － 1,455,972 1,455,972 1,455,972

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）

525 514 514 1,273,794 1,273,794 1,274,834

平成20年12月31日残高（千円） 1,200,779 1,168,729 1,168,729 5,315,769 5,315,769 7,685,277

 

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

事業年度中の変動額     

新株の発行 － － － 1,040

剰余金の配当 － － － △182,178

当期純利益 － － － 1,455,972

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△69,263 △69,263 △10 △69,274

事業年度中の変動額合計　（千
円）

△69,263 △69,263 △10 1,205,560

平成20年12月31日残高（千円） △80,467 △80,467 2,306 7,607,116
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
前事業年度

自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当事業年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券 (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）

時価のあるもの

同左

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。）

時価のないもの

同左

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４～15年であります。

(1）有形固定資産

同左
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項目
前事業年度

自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当事業年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

(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

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

(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

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

(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。

(2）賞与引当金

同左

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、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左

６　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

７　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合出資を行うに際して、匿名組

合の財産の持分相当額を「投資有価証

券」として計上しております。

　匿名組合への出資時に「投資有価証

券」を計上し、匿名組合が獲得した純損

益の持分相当額については「売上高」に

計上するとともに同額を「投資有価証

券」に加減し、投資先の営業者からの出

資金の払い戻しについては、「投資有価

証券」を減額させております。

(1）匿名組合出資金の会計処理

同左

(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

セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社（2392） 平成 20 年 12 月期決算短信

－ 43 －



会計処理方法の変更

前事業年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当事業年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

（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

前事業年度
自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日

当事業年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

（貸借対照表）

１．前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「関係会社短期貸付金」は、当事業年度にお

いて、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しま

した。

　なお、前事業年度の「関係会社短期貸付金」は4,081千

円であります。

２．前事業年度まで区分掲記しておりました流動負債の

「未払消費税等」（当事業年度末の残高は11,357千円）は、

負債及び純資産の合計額の100分の１以下となったため、

流動負債の「その他」に含めて表示しております。

３．前事業年度まで区分掲記しておりました流動負債の

「前受金」（当事業年度末の残高は1,312千円）は、負債

及び純資産の合計額の100分の１以下となったため、流動

負債の「その他」に含めて表示しております。

――――
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