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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

（注）21年12月期第2四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、潜在株式調整後の計算結果が純損失と
なるため、記載しておりません。20年12月期第2四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失が計上されている
ため、記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第2四半期 2,409 ― 120 ― △243 ― 444 ―

20年12月期第2四半期 2,479 △39.4 262 △88.5 134 △94.1 △78 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第2四半期 3,661.97 ―

20年12月期第2四半期 △644.99 ―

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

21年12月期第2四半期 52,069 11,928 15.4 65,520.72
20年12月期 53,365 11,791 14.0 61,585.54

（参考） 自己資本  21年12月期第2四半期  8,000百万円 20年12月期  7,483百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 1,000.00 1,000.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 6,730 15.9 2,700 275.9 1,680 908.3 1,250 ― 10,287.56

11

1

hminezaki
scj



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) 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  無  

(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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、６ページ『定性的情報・財務諸表等』 ４. その他 をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
５ページをご参照ください。 
 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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 122,100株 20年12月期 121,506株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 ―株 20年12月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 121,509株 20年12月期第2四半期 121,470株
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（ご参考） 

 

（1）連結経営成績（累計）持分法適用 （％表示は対前年四半期増減率 百万円未満切捨）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成21年12月期第2四半期 1,316 △ 23.0 △ 38 - △ 73 - 444 -

平成20年12月期第2四半期 1,709 - △ 65 - △ 46 - △ 78 -

四半期純利益経常利益営業利益売上高

 

 

（2）連結財政状態 持分法適用

総資産 純資産 自己資本比率 一株当たり純資産
百万円 百万円 % 　円銭

平成21年12月期第2四半期 17,424 8,158 46.5 66,388.76

平成20年12月期 18,082 7,533 41.4 61,589.02  

 

（3）連結業績予想　持分法適用　（平成21年1月1日～平成21年12月31日）
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

通期 4,500 1,660 1,200 1,250  
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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2四半期連結累計期間(平成21年1月1日～平成21年6月30日、以下「当第2四半期」と記載）における世界経済は

歴史的景気後退の真只中にあり、各国政府・中央銀行による大規模な財政・金融政策の実施によりやや安定化の兆し

がでてきたものの、なお下振れ懸念が存在する状況が続きました。我が国においても株式市場の好転、企業による債

券や株式の発行の増加、債券やローンの上乗せ金利（スプレッド）の縮小が見られ資本市場も徐々に機能を回復しつ

つあり実体経済も在庫調整の進捗など一部に明るさが見え始めてきました。

  不動産市場でも空室率の増加、賃料の下落圧力、キャップレートの上昇や不動産融資市場の縮小状態が続きました。

近年不動産の投資家として重要な影響力を持つ海外ファンド及び機関投資家は昨年来の運用成績の大幅悪化から立ち

直りにはなお時間を要すると思われます。また、J-REITの資金調達のための官民ファンド（不動産市場安定化ファン

ド）の設立の発表、金融機関の収益力の改善、復活しつつある起債市場での企業の大型起債と銀行借入金の返済等に

よって、不動産関連融資に対する金融機関の与信姿勢に若干の緩和が見られます。個人富裕層による住居系不動産に

対する実需の増加や一部の内外の事業会社や機関投資家などの投資活動再開による需給の改善や不動産価格の下落率

の縮小などがみられ不動産市場も最悪期を脱しつつあるという観測が増えました。　

　昨今の不動産市場の逆境は当第2四半期の当社グループ業績に悪影響を与え続けました。しかし、その一方ではこの

ような逆境による市場参加者の再編・淘汰は我が国における不動産投資顧問業者としての当社グループの競合優位性

を確実に高めつつあります。

  当第2四半期における最重要な経営課題は昨年より開始した第4号オポチュニティ・ファンドの募集及び、当社のバ

ランスシートの改善による財務的信用力を向上させることでした。

  オポチュニティ・ファンドの募集については、本年8月中に締切を予定しています。最終的募集額は当初の目標額を

やや下回る約5億4千万米ドル程度を予定しています。本ファンドにおいては、一部の既存投資家および新規投資家か

ら不動産担保付ディストレス債権（不良債権等）を通じた不動産取得に対する強い意向を反映し、新たに同債権に対

する資産配分枠を設けると共に、別途、本ファンドの付随ファンド（「サイドカー・ファンド」）として同債権投資

に特化したファンドを募集する予定です。サイドカー・ファンドの募集期間は今後2-3ヶ月とし、2億米ドルを目標と

します。現在の逆境におけるこのような募集額の達成は当社グループにとって大きな成果と考えています。当社グルー

プは投資家の信頼に応えるため今後2－3年の間に生ずる魅力的な投資機会を確保し優れた運用成績を確保すべく努力

する所存です。

  当社グループの財務的信用力の向上については、本年3月に香港の有力ファンド運用会社であるPacific　Alliance

　Group（「PAG」）の運用する投資ファンドに対する総額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」）の発行及び来年度第１四半期における総額15億円を限度とする劣後転換社債の追加発行を可能とする引受

コミットメント枠の設定により資本調達を行いました。続いて、来年4月にプットオプション(債券所持人の選択によ

り繰上償還することを当社に対し請求する権利)の行使日が到来する総額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43億円8千万円について買入消却を完了しました。更に、本年6月には関連会社であるプライベート・

エクティ・ファンド運用会社の株式及び同社が運用するファンドに対する当社の持分を譲渡しました。この取引は同

ファンドに対する出資約束金額のコミットメントを解消し不動産ファンド運用事業に経営資源を集中することをめざ

したものであります。これら一連の取引により債務の圧縮及び長期化、資本力の増強、共同投資資産の減損による保

有資産の目減りのヘッジ及び経営資源の集中を図りました。

  当第2四半期の業績につきましては、連結売上高は2,409百万円（前年同期比2.8％減）、連結経常損失は243百万円、

連結四半期純利益は444百万円となりました。また、当期末における受託資産残高合計は6,005億円（前期末比4.9％

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号オポチュニティ・ファンドの募集の進捗や特定顧客向けのアセットマネジメント業務の拡大（2009年１-6月期

の新規受託資産額　約460億円）により、アセットマネジメント・フィー（資産管理報酬）が対前年同期比増収となり

ましたが、ファンドによる資産の取得及び売却活動の低下によりアクイジション・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）は低水準にとどまりました。また

運用ファンドの保有する一部投資資産の評価減により当社グループの共同出資分について減損処理を実施したことも

対前年同期比減収要因となりました。　

　当第2四半期における本業務の売上高は2,100百万円（前年同期比7.2％増）、営業利益は168百万円（前年同期比

54.1％減）となりました。また、当第2四半期末における本業務の受託資産残高は5,488億円（前期末比7.9%増）とな

りました。

② 債権投資・管理回収事業
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　企業破綻は引き続き高水準で推移しており外資系投資銀行及び国内金融機関が保有する不良債権も同様に推移して

おりますが、金融機関はいまだ本格的な不良資産の売却を行っていません。不良債権の売却が本格化するのは今年下

半期から来期以降となるものと思われます。当社グループが検討している投資案件の数は外資系投資銀行からの案件

を中心に増加し、今年後半これらの案件の取得が発生すればフィー収入の増加が見込まれますが、当第2四半期中にお

ける収益貢献は限定的なものにとどまりました。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購入資

金の調達が困難な状況から、債権回収も低調に推移しました。

　本業務における売上高は309百万円（前年同期比40.5％減）、営業利益は83百万円（前年同期比31.1％増）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517億円（前期末比19.2％減）となりました。

  

   当社グループの連結財務諸表には運用ファンドのうち当社グループが50％以上のファンド出資持分を有する２つ

（SCJレジディンシャル・ファンド第2号、SCＪリアル・エステート・メザニン・パートナーズⅠ）が連結対象として

含まれています。しかしながら運用会社としての当社グループの実態の説明のためには連結ファンドについて持分法

を適用した連結財務諸表が効果的であると考えます。持分法不適用の場合、運用ファンドの組入れ不動産等の賃料収

入やメザニンローン等の金利収入等が当社の損益計算書において「売上高」として計上され、当社グループの本来の

「売上高」であるファンド運用にかかわる諸手数料収入等については「当社の受取」と「被連結のファンドによる支

払」とが相殺され連結損益計算書には表記されません。更に、連結財務諸表に含まれるファンドの借入金（ノン・リ

コースローン）総額や支払利息についても当社グループの実質的負担金額を明確にするため持分法適用の財務諸表作

成により実態の明確化を図っています。連結ファンドについて持分法を適用した連結財務諸表は監査対象ではありま

せんが、上記の理由から当第2四半期より開示し、今後とも継続的に開示することといたします。

 

   持分法適用の当第2四半期経営成績は以下の通りであります。

当第2四半期の持分法適用の連結売上高は、アセットマネジメント・フィー（資産管理報酬）が1,578百万円と対前年

同期比増収となりましたが、ファンドによる資産の取得及び売却活動の低下によりアクイジション・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）が低水準にとど

まりました。またファンド組み入れ資産の一部の評価減により当社グループの共同出資持分について減損処理を実施

したため、売上高全体については1,316百万円と対前年同期比では減収となりました。

  販売費及び一般管理費は、業務執行体制の見直しに伴う大阪営業所の閉鎖、一部部門の統廃合、人員及び給与、報

酬の削減などを実施したことにより1,355百万円と前年同期に対して420百万円減少しました。また、銀行借入と転換

社債の金利支払負担の増加及び転換社債発行費用の発生により営業外費用が対前年同期比増加しています。

  これらの結果、営業利益および経常利益はそれぞれ38百万円及び73百万円の損失となりました。

  上記に記載のとおり、既発行転換社債の一部買入消却によって償還差益1,389百万円の特別利益を確保し、当第2四

半期純利益は444百万円となりました。

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）

  当第2四半期末における総資産は前年度末比1,296百万円減少し52,069百万円となりました。減少の主な要因は当社

グループの運用ファンドが保有する一部投資資産の減少によるものです。　

　当第2四半期末における負債は前年度末比1,433百万円減少し40,141百万円となりました。減少の主な要因は今3月に

ユーロ円貨建転換社債型新株予権付劣後社債(発行額3,000百万円)を発行、他方、2009年3月、2009年6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4,380百万円）を実施したことにより、新株予約権

付社債残高が減少したことによるものです。

　当第2四半期末における純資産は前年度末比136百万円増加し11,928百万円となりました。増加の主な要因は当第2四

半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）

 わが国の経済及び不動産市場の状況は「１．連結経営成績に関する定性的情報」に記載の通りであり、今後の経済・

不動産市場の回復は緩やかなものとなると思いますが、その中で当社グループの競争優位性を更に高めるべく努力し

ていく所存です。

  当第3、第4四半期は、引き続きバランスシートの改善に努め、第4号オポチュニティ・ファンドの最終募集の完了、

資産取得の積極化、中国資産等の取引拡大を進めます。新規ファンドの設立も検討中であります。これらにより、顧

客投資家層及び受託資産の拡大、フィー収入の増加をめざしてまいります。

  当期連結業績予想については、今3月13日に公表した売上高6,730百万円、経常利益1,680百万円、当期純利益1,250
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百万円について変更はありません。 

 　連結ファンドについて持分法を適用した場合の当期連結業績予想については、P3に記載の通り、売上高4,500百万

円、経常利益1,200百万円、当期純利益1,250百万円であります。

*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２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 3,666,627 3,061,257 

売掛金 682,437 461,199 

有価証券 1,619,559 2,086,290 

買取債権 280,059 280,692 

未収入金 51,383 113,980 

繰延税金資産 118,328 76,725 

その他 1,160,265 1,755,009 

貸倒引当金 △340,687 △334,361 

流動資産合計 7,237,972 7,500,794 

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,957,164 12,109,121 

工具、器具及び備品 35,054 40,674 

土地 18,382,261 18,382,261 

有形固定資産合計 30,374,479 30,532,057 

無形固定資産   

ソフトウエア 5,409 6,892 

無形固定資産合計 5,409 6,892 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,226,399 7,782,662 

その他の関係会社有価証券 3,959,139 3,989,818 

長期貸付金 2,064,217 2,107,695 

敷金及び保証金 277,986 288,102 

繰延税金資産 648,831 796,423 

その他 286,336 361,284 

貸倒引当金 △11,370 － 

投資その他の資産合計 14,451,540 15,325,988 

固定資産合計 44,831,429 45,864,938 

資産合計 52,069,401 53,365,732 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 3,300,000 3,600,000 

未払金 117,635 171,575 

未払法人税等 593,506 201,032 

預り金 407,319 516,625 

賞与引当金 150,000 56,750 

その他 370,795 348,793 

流動負債合計 4,939,255 4,894,775 

固定負債   

社債 4,605,487 4,605,487 

新株予約権付社債 4,620,000 6,000,000 

長期借入金 21,897,000 22,000,000 

匿名組合預り金 4,035,075 4,074,080 

その他 44,315 － 

固定負債合計 35,201,878 36,679,567 

負債合計 40,141,134 41,574,343 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,206,557 1,200,779 

資本剰余金 1,174,393 1,168,729 

利益剰余金 6,116,888 5,672,419 

株主資本合計 8,497,840 8,041,927 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △148,945 △50,666 

為替換算調整勘定 △348,814 △508,248 

評価・換算差額等合計 △497,760 △558,914 

新株予約権 2,193 2,306 

少数株主持分 3,925,992 4,306,069 

純資産合計 11,928,267 11,791,389 

負債純資産合計 52,069,401 53,365,732 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,409,947

売上原価 866,870

売上総利益 1,543,077

販売費及び一般管理費 1,422,841

営業利益 120,235

営業外収益  

受取利息 8,555

受取配当金 2,594

持分法による投資利益 7,589

その他 8,652

営業外収益合計 27,392

営業外費用  

支払利息 286,131

社債利息 27,678

社債発行費 14,104

資金調達費用 52,725

その他 10,741

営業外費用合計 391,380

経常損失（△） △243,753

特別利益  

社債償還益 1,389,700

投資有価証券売却益 27,117

その他 366

特別利益合計 1,417,183

特別損失  

投資有価証券評価損 176,926

その他の関係会社有価証券売却損 88,803

事務所閉鎖損失 8,947

その他 1,022

特別損失合計 275,700

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 897,730

匿名組合損益分配額 33,966

税金等調整前四半期純利益 863,764

法人税、住民税及び事業税 596,027

法人税等調整額 25,278

法人税等合計 621,305

少数株主損失（△） △202,504

四半期純利益 444,963
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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 863,764

減価償却費 156,787

賞与引当金の増減額（△は減少） 93,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,063

営業受取利息 △280,499

受取利息及び受取配当金 △11,150

支払利息及び社債利息 313,809

社債償還益 △1,389,700

営業投資有価証券評価損 466,731

投資有価証券評価損 176,926

その他の関係会社有価証券売却損 88,803

売上債権の増減額（△は増加） △207,682

未収入金の増減額（△は増加） 62,596

未収消費税等の増減額（△は増加） 100,297

未払金の増減額（△は減少） △53,738

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,004

預り金の増減額（△は減少） △109,305

匿名組合分配損益（△は益） 490,612

匿名組合損益分配額 33,966

営業利息の受取額 310,213

その他 △52,721

小計 1,063,019

利息及び配当金の受取額 11,415

利息の支払額 △274,036

法人税等の還付額 482,266

法人税等の支払額 △243,965

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,038,698

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却及び償還による収入 90,716

その他の関係会社有価証券の取得による支出 △570,762

その他の関係会社有価証券の売却及び償還による
収入

541,069

匿名組合出資金の払込による支出 △137,850

匿名組合出資金の払戻による収入 94,655

信託受益権の償還による収入 34,564

貸付金の回収による収入 60,746

その他 14,648

投資活動によるキャッシュ・フロー 127,789
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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） △300,000

長期借入金の返済による支出 △103,000

社債の発行による収入 2,985,895

社債の償還による支出 △2,990,300

少数株主への配当金の支払額 △92,164

その他 △65,916

財務活動によるキャッシュ・フロー △565,486

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 610,083

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 3,666,627
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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２四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21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 2,100,187 309,760 2,409,947 － 2,409,947

営業費用 1,931,432 226,238 2,157,670 132,040 2,289,711

営業利益 168,754 83,521 252,276 (132,040) 120,235

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21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 1,764,731 664,097 2,428,829 △18,881 2,409,947

営業費用 2,156,112 20,440 2,176,552 113,159 2,289,711

営業利益又は損失

（△）
△391,381 643,657 252,276 (132,040) 120,235

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日）

 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 665,899 665,899

Ⅱ　連結売上高（千円） － 2,409,947

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
27.6 27.6

（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

（１）中間連結損益計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額(千円) 百分比
(％)

Ⅰ　売上高  2,479,487 100.0

Ⅱ　売上原価  355,378 14.3

　　売上総利益  2,124,108 85.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,861,305 75.1

営業利益  262,803 10.6

Ⅳ　営業外収益    

１　受取利息 5,972   

２　受取配当金 2,910   

３　為替差益 2,125   

４　持分法投資利益 7,192   

５　デリバティブ評価益 43,681   

６　還付加算金 10,258   

７　その他 495 72,637 2.9

Ⅴ　営業外費用    

１　支払利息 200,975   

２　その他 0 200,975 8.1

経常利益  134,466 5.4

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 924   

３　投資有価証券評価損 42,000 75,940 3.1

匿名組合損益分配前税金等調
整前中間純利益  60,316 2.4

匿名組合損益分配額  36,273 1.5

税金等調整前中間純利益  24,043 0.9

法人税、住民税
及び事業税 222,088   

法人税等調整額 △231,940 △9,852 △0.4

少数株主利益  112,243 4.5

中間純損失（△）  △78,347 △3.2
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（２）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20年１月１日
至　平成20年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 24,043

減価償却費 131,723

賞与引当金の増減額(△減少額） 23,500

貸倒引当金の増減額(△減少額） 94,563

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 △8,883

デリバティブ評価益 △43,681

支払利息 200,975

持分法投資損益(△利益） △7,192

固定資産除却損 924

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) 437,270

未収入金の増減額(△増加額) 70,785

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

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） △126,067

未払消費税の増減額(△減少額） △118,355

預り金の増減額(△減少額） △7,506

前受金の増減額(△減少額） 81,409

匿名組合等分配損益(△利益) 407,366

匿名組合損益分配額 36,273

営業利息の受取額 348,241

営業利息の支払額 △99,846

その他 △62,026

小計 2,229

利息及び配当金の受取額 8,606

利息の支払額 △70,861

法人税等の還付額 593,345

法人税等の支払額 △1,398,751

営業活動によるキャッシュ・フロー △865,431
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前中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

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 △23,507,207

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 17,479

その他の関係会社有価証券の取得による支出 △1,615,065

その他の関係会社有価証券の売却・出資返還
による収入

489,188

匿名組合出資による支出 △451,695

匿名組合出資の出資返還による収入 124,392

出資金の取得による支出 △9,000

金銭信託受益権等の取得による支出 △1,503,820

金銭信託受益権等の出資返還による収入 754,440

貸付による支出 △17,101

貸付金の回収による収入 54,569

その他 17,117

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,647,565

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） △1,007,741

長期借入金による収入 22,023,000

社債の発行による収入 844,800

社債の償還による支出 △38,545

少数株主からの払込みによる収入 887,127

配当金の支払額 △179,278

少数株主への分配金の支払額 △81,653

匿名組合出資者からの払込みによる収入 1,258,119

その他 1,030

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,706,857

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 61,706

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △2,744,432

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中間期末残高 1,658,410
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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。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（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。
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〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（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　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 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
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