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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第1四半期結会計期間(平成2１年1月1日～平成2１年3月31日、以下「当四半期」と記載）においては、各国政府は

未曾有のグローバル金融危機の克服及び実体経済の悪化を阻止するための諸施策を発表し実行に移しました。具体的な

効果は未だ明確に現れないもののこれらの諸政策により最悪期を脱しつつあるとの観測も出始めています。我が国にお

いても実体経済の大幅悪化と厳しい金融環境の中、不動産関連企業の破綻が相次ぎ、不動産ファイナンス市場は実質的

に閉鎖に近い状況に追い込まれ、不動産取引の極端な低迷が続いています。

  このような事業環境のもと、次のような理由により、不動産投資顧問・アセットマネジメント分野における専門業者

として、事業特性及び比較優位性についての市場参加者による認識を高めることができました。

（ⅰ）当社グループの事業はフィー収入中心の事業であり資本集約的なものでないこと

（ⅱ）自己勘定による不動産投資もファンド運用上必要とされる共同投資に限られ、「不動産保有リスク」が限定され

ること

（ⅲ）借入総額も競合他社に比較して少ないこと

（ⅳ）ファンド運用におけるトラック・レコードにもとづき、金融危機の状況下でもファンドの募集が可能であったこ

と

　当四半期において、当社にとっての最優先経営課題は財務面での信用力の向上であると認識し、その実現に取り組ん

できました。そのため、今3月に香港の有力ファンド運用会社であるPacific　Alliance　Group（「PAG」）の運用する

ファンドに対し第三者割当により総額30億円のユーロ円貨建転換社債型新株予権付劣後社債（「転換社債」）を発行す

ることにより資本調達を行いました。また、同ファンドとの間では平成22年第１四半期の発行を可能とする総額15億円

を限度とする追加の転換社債の引受コミットメント枠を設定しています。PAGとの間では業務面においても、当社グルー

プの運用するオポチュニティ・ファンドに対するPAGの運用ファンドからの相当規模の共同投資、中国等アジア地域に

おけるPAGの投資案件に対する当社グループの運用ファンドからの共同投資等の提携関係について取り決めを行いまし

た。

  また、当社は今3月に総額60億円の2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債のうち23億5千万円につき買入消却

を実施しました。

  当四半期の業績につきましては、連結売上高は982百万円（前年同期比35.1％減）、連結経常損失は194百万円、連結

当期純利益は338百万円（前年同期比75.6％増）となりました。また、当期末における受託資産残高合計は5,815億円

（前期末比1.5％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

　本業務においては、アセットマネジメント・フィー（資産管理報酬）が前期に募集開始した第4号オポチュニティ・

ファンドの出資約束の確保と特定顧客向けのアセットマネジメント業務の拡大により堅調に推移しました。特に特定顧

客向けのアセットマネジメント業務の分野では、アセットマネジメント会社の破綻等により国内外のファンドや不動産

投資家が破綻先に対し委託していた業務を当社グループに移管する動きも見られ当社グループにとって魅力的なビジネ

ス機会となっています。 

  一方、不動産ファンドの運用につきましては引続き投資案件の売買が低調であったため、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

れも低水準にとどまりました。また、一部の運用ファンドの投資資産について直近の資産評価に基づき共同出資分の評

価減を行ったことも収入の減少要因となりました(注：当社グループの財務諸表において評価損は収入の減少として処

理されています)。　

　当四半期における本業務の売上高は790百万円（前年同期比32.1％減）、営業損失は33百万円となりました。また、

当四半期末における本業務の受託資産残高は5,213億円（前期末比2.5%増）となりました。

② 債権投資・管理回収事業

　相次ぐ企業倒産により金融機関や投資銀行等が保有する不良債権は再び増加しており今後このビジネスは拡大すると

予想されますが、現時点では売却希望価格と買付希望価格に乖離があり、破綻した投資銀行や一部不動産関連企業関連
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の案件を除き未だ本格的な売却は行なわれていません。また、担保不動産の価格下落及び担保不動産の購入希望者の

ローン調達が困難な状況から、債権回収は依然低調に推移しました。

　本業務における売上高は191百万円（前年同期比45.3%減）、営業利益は87百万円（前年同期比44.6％減）となりまし

た。また、本業務の当期末における受託資産残高は602億円（前期末比5.9％減）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債、純資産等の状況に関する分析）

  当期末における総資産は前期末比656百万円増加し54,021百万円となりました。増加の主な要因は今3月に2012年満

期円貨建転換社債型新株予約権付社債の一部の買入消却（1,527百万円）を実施した一方、今3月におけるユーロ円貨

建転換社債型新株予権付劣後社債の発行に伴う払込み完了(3,000百万円)により現預金残高が増加したことによるもの

です。

　当期末における負債は前期末比354百万円増加し41,928百万円となりました。増加の主な要因は前述のとおり今3月

に2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の一部について買入消却（額面2,350百万円）を実施した一方、今3

月にユーロ円貨建転換社債型新株予権付劣後社債を発行したことにより(発行額3,000百万円)、社債残高が増加したこ

とによるものです。

　当期末における純資産は前期末比301百万円増加し12,092百万円となりました。増加の主な要因は当期純利益の計上

による利益剰余金の増加と為替換算調整勘定のマイナス幅の縮小によるものです。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

（当期の見通し）

  今3月以降、各国政府による大規模な経済対策による効果への期待から、金融市場はやや落着きを取り戻し、株価も

底打ち傾向が見られるなど、悪化の一途をたどっていた市場環境に多少の明るさが出始めています。当社グループは

引き続き財務面における信用力の向上、運用ファンドの投資資産の価値の維持、キャシュフロー管理の徹底に注力し

つつ、当社グループの比較優位性を最大限に活かして業務を進めてまいります。第4号オポチュニティ・ファンドの追

加募集、PAGと共同での中国等アジア地域における案件の発掘、特定の顧客向けアセットマネジメント業務の拡大、不

良債権投資ビジネスの拡大を図っていく方針です。 

  当期連結業績予想については、今3月13日に売上高6,730百万円、経常利益1,680百万円、当期純利益1,250百万円と

公表しておりますが、同予想について変更はありません。 

  第2四半期連結累計期間予想について、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、不動

産ファイナンス市場の動向等について不確定要素が多く開示を控えさせていただいておりますが、開示可能になった

時点で速やかに開示いたします。

 *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。

 

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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）四半期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

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,278,524 3,061,257

売掛金 561,987 461,199

有価証券 2,016,540 2,086,290

買取債権 280,369 280,692

未収入金 126,848 113,980

繰延税金資産 70,908 76,725

その他 1,664,527 1,755,009

貸倒引当金 △359,882 △334,361

流動資産合計 8,639,824 7,500,794

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,031,074 12,109,121

工具、器具及び備品 37,506 40,674

土地 18,382,261 18,382,261

有形固定資産合計 30,450,842 30,532,057

無形固定資産   

ソフトウエア 6,150 6,892

無形固定資産合計 6,150 6,892

投資その他の資産   

投資有価証券 7,182,288 7,782,662

その他の関係会社有価証券 4,323,496 3,989,818

長期貸付金 2,087,604 2,107,695

敷金及び保証金 288,824 288,102

繰延税金資産 724,250 796,423

その他 317,777 361,284

投資その他の資産合計 14,924,242 15,325,988

固定資産合計 45,381,235 45,864,938

資産合計 54,021,059 53,365,732
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 3,353,000 3,600,000

未払金 200,613 171,575

未払法人税等 262,046 201,032

預り金 404,828 516,625

賞与引当金 49,999 56,750

その他 370,635 348,793

流動負債合計 4,641,124 4,894,775

固定負債   

社債 4,605,487 4,605,487

新株予約権付社債 6,650,000 6,000,000

長期借入金 22,000,000 22,000,000

匿名組合預り金 4,031,446 4,074,080

その他 200 －

固定負債合計 37,287,134 36,679,567

負債合計 41,928,258 41,574,343

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,200,779 1,200,779

資本剰余金 1,168,729 1,168,729

利益剰余金 6,010,583 5,672,419

株主資本合計 8,380,091 8,041,927

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △173,574 △50,666

為替換算調整勘定 △281,671 △508,248

評価・換算差額等合計 △455,246 △558,914

新株予約権 2,306 2,306

少数株主持分 4,165,648 4,306,069

純資産合計 12,092,800 11,791,389

負債純資産合計 54,021,059 53,365,732
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 982,545

売上原価 283,005

売上総利益 699,539

販売費及び一般管理費 712,853

営業損失（△） △13,314

営業外収益  

受取利息 5,205

受取配当金 2,488

持分法による投資利益 4,706

その他 1,581

営業外収益合計 13,983

営業外費用  

支払利息 147,932

社債利息 5,178

社債発行費 14,042

資金調達費用 26,017

その他 2,094

営業外費用合計 195,264

経常損失（△） △194,595

特別利益  

社債償還益 822,500

その他 232

特別利益合計 822,732

特別損失  

投資有価証券評価損 11,233

事務所閉鎖損失 8,947

その他 856

特別損失合計 21,037

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 607,100

匿名組合損益分配額 15,654

税金等調整前四半期純利益 591,445

法人税、住民税及び事業税 259,622

法人税等調整額 △34,840

法人税等合計 224,782

少数株主利益 28,004

四半期純利益 338,658
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 591,445

減価償却費 78,418

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,750

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,754

営業受取利息 △153,413

受取利息及び受取配当金 △7,694

支払利息及び社債利息 153,110

社債償還益 △822,500

営業投資有価証券評価損 69,814

投資有価証券評価損益（△は益） 11,233

売上債権の増減額（△は増加） △75,800

未収入金の増減額（△は増加） △13,868

未収消費税等の増減額（△は増加） 94,549

未払金の増減額（△は減少） 12,089

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,310

預り金の増減額（△は減少） △111,796

匿名組合分配損益（△は益） 364,826

匿名組合損益分配額 15,654

営業利息の受取額 173,188

その他 30,870

小計 441,443

利息及び配当金の受取額 5,786

利息の支払額 △158,968

法人税等の支払額 △238,012

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,248

投資活動によるキャッシュ・フロー  

その他の関係会社有価証券の取得による支出 △65,982

その他の関係会社有価証券の売却及び償還による
収入

79,029

匿名組合出資金の払戻による収入 19,529

信託受益権の償還による収入 17,973

貸付金の回収による収入 20,000

その他 1,300

投資活動によるキャッシュ・フロー 71,850
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △247,000

社債の発行による収入 2,997,300

社債の償還による支出 △1,527,500

少数株主への配当金の支払額 △74,510

その他 △58,382

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,089,907

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,221,980

現金及び現金同等物の期首残高 3,061,257

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4,714

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,278,524
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３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）

売上高 790,717 191,827 982,545 － 982,545

営業費用 824,396 104,264 928,660 67,199 995,859

営業利益又は損失

（△）
△33,678 87,563 53,885 (67,199) △13,314

〔所在地別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３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 688,327 303,392 991,720 △9,175 982,545

営業費用 927,453 10,381 937,835 58,024 995,859

営業利益又は損失

（△）
△239,126 293,011 53,885 (67,199) △13,314

〔海外売上高〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 304,714 304,714

Ⅱ　連結売上高（千円） － 982,545

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
31.0 31.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,513,807

Ⅱ　売上原価 136,722

売上総利益 1,377,085

Ⅲ　販売費及び一般管理費 907,390

営業利益 469,694

Ⅳ　営業外収益 16,439

Ⅴ　営業外費用 69,730

経常利益 416,404

Ⅵ　特別損失 147

匿名組合損益分配前税金等
調整前四半期純利益

416,256

匿名組合損益分配額 △6,294

税金等調整前四半期純利益 422,550

法人税、住民税及び事業税 228,726

法人税等調整額 △61,134

少数株主利益 62,106

四半期純利益 192,852
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 422,550

減価償却費 8,873

賞与引当金の増減額 96,000

貸倒引当金の増減額 4,500

受取利息及び受取配当金 △176,990

支払利息 110,981

固定資産除却損 147

売上債権の増減額 306,464

未収入金の増減額 40,980

信託不動産の増減額 △23,469,103

その他流動資産の増減額 △314,373

未払金の増減額 △128,583

預り金の増減額 95,945

前受金の増減額 126,911

匿名組合等分配損益 △73,144

匿名組合損益分配額 △6,294

その他 △761,068

小計 △23,716,203

利息及び配当金の受取額 163,946

利息の支払額 △69,566

法人税等の支払額 △1,331,263

営業活動によるキャッシュ・フロー △24,953,086
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前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △9,316

無形固定資産の取得による支出 △862

投資有価証券の売却・出資返還によ
る収入

5,588

その他の関係会社有価証券の取得に
よる支出

△287,543

その他の関係会社有価証券の売却・
出資返還による収入

293,330

匿名組合出資による支出 △251,295

匿名組合出資の出資返還による収入 8,349

出資金の取得による支出 △3,000

出資金の譲渡・売却等による収入 1,000

金銭信託受益権等の取得による支出 △1,500,000

金銭信託受益権等の出資返還による
収入

357,324

貸付による支出 △17,101

貸付金の回収による収入 20,000

その他 △5,121

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,388,647

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 △287,000

長期借入による収入 22,023,000

社債の発行による収入 520,800

社債の償還による支出 △38,545

配当金の支払額 △138,279

少数株主からの払込みによる収入 550,143

少数株主への分配金の支払額 △53,265

匿名組合出資者からの払込みによる
収入

1,033,864

その他 515

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,611,233

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 6,395

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △2,724,105

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,402,843

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,678,738
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（平成20年12月期第１四半期）

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 1,164,425 349,382 1,513,807 － 1,513,807

営業費用 763,397 192,141 955,538 88,573 1,044,112

営業利益 401,028 157,240 558,268 (88,573) 469,694

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（平成20年12月期第１四半期）

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 1,279,263 234,543 1,513,807 － 1,513,807

営業費用 955,538 － 955,538 88,573 1,044,112

営業利益 323,724 234,543 558,268 (88,573) 469,694
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