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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

21年12月期第３四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。 

(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3四半期 4,069 ― 877 ― 309 ― 747 ―

20年12月期第3四半期 4,445 △19.5 1,257 △55.7 935 △66.5 2 △99.8

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3四半期 6,145.76 ―

20年12月期第3四半期 24.09 19.08

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3四半期 50,990 11,994 15.9 66,304.82
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3四半期  8,095百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 10,224.45
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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) 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。 
 連結業績予想における１株当たり当期純利益は、平成21年９月30日以降新株予約権等の行使により発行された株式数を考慮して計算しております。 
  連結業績予想の１株当たり当期純利益の計算に使用された期中平均株式数 122,256株 
 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3四半期 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3四半期 ―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3四半期 121,708株 20年12月期第3四半期 121,470株
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(ご参考) 

 

（1）連結経営成績（累計）持分法適用

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成21年12月期第3四半期 2,577 △ 15.4 504 △ 13.0 423 △ 29.9 747 -

平成20年12月期第3四半期 3,047 - 579 - 603 - 2 -

（％表示は対前年四半期増減率 百万円未満切捨）

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3四半期 16,137 8,149 50.2 66,304.82

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３四半期連結累計期間(平成21年１月１日～平成21年９月30日、以下「当第３四半期」と記載）における金融・

資本市場は、昨年のリーマン・ショック以来の厳しい状況がなお引き続いたものの、最近になり徐々に回復の兆候が

表れて来ています。市場の安定化や企業業績の底打ち感の広がりを背景として、一部金融機関もノンリコース・ロー

ンの提供を再開しつつあり、また富裕個人投資家による居住用不動産への積極的投資や、一部の事業会社や機関投資

家による不動産投資活動の再開等により、不動産市場もようやく回復の兆しを見せ始めています。

  このような事業環境の下で、当第３四半期においては、当社グループは財務基盤の強化のための施策の実行と今後

市場に提供されると予想される優良な投資機会を獲得するための新規ファンドの募集を特に重要な経営課題と認識し、

以下の通り取り組んでまいりました。

（i)財務基盤の強化　

  昨年来の不動産市場の急速な悪化と金融機関の融資姿勢の変化は、当社の資金繰り及び財務基盤に大きな悪影響を

与えました。対顧客ビジネスを営む当社にとって、財務基盤の強化は日常業務の推進の上で極めて重要であるばかり

でなく、顧客の信頼を向上するためにも必須の要件と考えました。そのため、本年３月には香港の有力ファンド運用

会社Pacific　Alliance　Group傘下の投資ファンドに対し総額30億円のユーロ円貨建転換社債型新株予権付劣後社債

（「劣後転換社債」）を第三者割当により発行しました。さらに同ファンドとの間では、総額15億円を限度として、

当社が希望した場合に劣後転換社債を追加発行（来年第１四半期において）できる引受コミットメント枠の設定を行

いました。本年３月に行なった上記の資金調達により、来年４月にプットオプション(債券所持人の選択による繰上償

還請求権)の行使期日が到来する総額60億円の2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（「アルパイン・ボン

ド」）のうち43億円８千万円の買入消却（平均買い入れ価額は額面の約70％）を行いました。さらに、銀行借入につ

いても昨年末の残高36億円*を本年10月末現在には約16億円*にまで縮小させました（＊持分法適用ベース）。これら

の施策により当社の資本構成のエクイティ性を高め、財務基盤の強化を図りました。また、本年10月にはメリルリン

チ日本証券株式会社（「メリルリンチ」）との間で、行使価額修正条項付き新株予約権の発行及びコミットメント条

項付き第三者割当契約を締結しました。本取引は、主として当社グループの運用ファンドに対する当社の共同投資の

ための必要資金を調達することを目的とし、第三者割当契約に係わるコミットメント条項の主な内容は次の通りです。

コミットメント期間＝２年間；新株予約権の行使に伴う発行新株の株数＝最大25,000株；新株予約権の行使価格＝行

使時前日の当社株式終値の90％；下限行使価額＝77,200円。

(ⅱ)新規ファンドの募集　

  新規ファンドの募集につきましては、本年８月に第４号オポチュニティ・ファンドの募集を完了し、主に北米の年

金や機関投資家から約525百万米ドルの出資約束を確保することができました。未曾有ともいうべき厳しい環境の中で

成功裡に本ファンドの募集を行なうことが出来たのは、機関投資家やゲートキーパーの皆様に当社グループのトラッ

クレコードを高く評価していただいたお陰であると深く感謝しています。

  当第３四半期連結経営成績につきましては、当社のアセットマネジメント・フイー（資産管理報酬）は新規ファン

ドの募集完了もあり順調に増加しましたが、不動産市場の低迷により不動産の取得・処分にかかわるフィー収入は引

き続き低水準に推移し、加えて運用ファンドに対する当社グループの共同投資にかかわる追加的減損処理等により損

失が発生しました。そのような損失等をアルパイン・ボンドの買入消却による利益計上によりカバーし、結果として

売上高は4,069百万円、経常利益は309百万円、四半期純利益は747百万円を計上しました。また、当第３四半期末にお

ける受託資産残高合計は5,640億円（前期末比1.5％減）となりました。

持分法適用による当第３四半期連結経営成績

（持分法適用による連結経営成績の開示方針については下記＊をご参照ください。また、持分法適用による連結経営

成績数値は当第３四半期決算短信３ページをご参照ください）。　

　売上高は2,577百万円、営業利益及び経常利益はそれぞれ504百万円、423百万円となりました。当第２四半期におい

ては営業利益、経常利益ともに損失を計上いたしましたが、当第３四半期においてはいずれも黒字に転換することが

出来ました。この要因は事業セグメント別の業績で述べるように、新ファンドの募集完了、中国案件の売却処分によ

るインセンティブ・フイーの確保など前向きな業務活動の成果が出始めてきたことに加え、不動産市場の落着きによ

り追加的な減損処理が減少したこと等があります。当第３四半期純利益は747百万円となりました。

＊持分法適用による連結経営成績の開示方針について：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
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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が当社の共同投資持分が一定の出資比率を下回る

運用ファンドについては、受託資産額や共同投資額の多寡にかかわらず連結財務諸表に連結対象として含まれていま

せん。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、連結された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負担金額のように表記されます。そのため、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、上記の理由から平成21年12月期第２四半期より開示を開始しております。

 

事業セグメント別の業績は以下の通りであります（数値は持分法適用によらない連結ベ－ス）。

① 不動産投資顧問事業

　当社グループの不動産投資顧問事業は厳しい環境ながら、その競争力の強さにより着実に実績を上げることができ

ました。既に述べたとおり、本年８月に当社グループは第４号オポチュニティ・ファンドの募集を完了しました。現

在このファンドの付随ファンド（サイドカー・ファンド）として不良債権投資に特化したファンドの募集を行ってい

ます。また、リスクと期待収益率の異なる新ファンドの組成についても投資家からの提案を受け検討中です。数年前

に開始した第３号オポチュニティ・ファンドによる中国不動産投資でも、当第３四半期には投資資産の一部の売却に

成功し投資収益を実現することができました。当社グループの運用ファンド以外の特定顧客投資家向けアセットマネ

ジメント業務において新規顧客からの受託がフィー収入の増大に寄与しました。

　一方、運用ファンドによる資産の取得及び売却活動は低迷したためアクイジション・フィー（資産取得手数料)及び

ディスポジション・フィー（資産売却及び回収手数料）は引続き低水準にとどまりました。また、運用ファンドへの

当社の共同投資に係わる減損処理額は減少しましたが、当第３四半期も引続き収益の足を引っ張ることになりました。

結果として、本業務分野の売上高は3,613百万円、営業利益は954百万円となりました。また、本業務の当第３四半期

末における受託資産残高は5,187億円（前期末比2.0％増）となりました。

②債権投資・管理回収事業

　不況の影響を受け我が国の金融機関の不良債権総額は増加していると考えられますが、今期については、一部外資

系金融機関等によるものを除けば、本格的な不良資産の売却は行われていません。不良債権投資に対する内外機関投

資家の関心は強く、売却不良債権に対する入札競争は激化し、当第３四半期における当社グループの本業務における

新規資産取得額は減少しました。当社グループは今後市場動向に慎重に対処しつつ積極的に投資機会を追求してゆく

方針です。本業務分野における売上高は456百万円、営業利益は116百万円となりました。また、本業務の当第3四半期

末における受託資産残高は453億円（前期末比29.2％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）　

　当第３四半期末における総資産は前年度末比2,375百万円減少し50,990百万円となりました。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投資資産の減少によるものです。

　当第３四半期末における負債は前年度末比2,578百万円減少し38,995百万円となりました。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、および短期借入金の一部（1,450百万円）を返済したことによるものです。

　当第３四半期末における純資産は前年度末比203百万円増加し11,994百万円となりました。増加の主な要因は当第３

四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

 （当期の見通し）

  各国の経済は依然、不確定要素をはらみながらも最悪期を脱しつつあると見られます。金融・資本市場も落ち着き

を取り戻して来ており、投資家の不動産に対する投資は徐々に回復しつつあります。当社グループはロンドンで発行

されている不動産ファンド業界に関する業界誌「Private  Equity　Real 　Estate」（2009年９月号）に世界の不動

産プライベートファンド運用会社のうちの「今後の勝ち組15社」の一社として紹介されるなど当社の競争力や知名度

は着実に向上しつつあります。その結果、新規のファンド開発についての提案や当社ファンドの投資案件にかかわる
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情報持ち込みなどが急速に増加しつつあります。当社グループは今後ともファンドの運用を通じ優れたリスク調整後

収益率を顧客投資家に提供すると共に、運用ファンドの品揃えを充実するなど一層業容拡大に努め成長を通じて株主

価値の向上を目指したいと思います。

  当期連結業績予想については、従来予想から変更はありません。連結業績は、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、また、持分法適用による連結業績は、売上高4,500百万円、経常利益1,200百万円、

当期純利益1,250百万円を予想しております。 

＊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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,686,072 3,061,257

売掛金 679,340 461,199

有価証券 1,619,559 2,086,290

買取債権 279,547 280,692

未収入金 312,386 113,980

繰延税金資産 161,592 76,725

その他 1,157,405 1,755,009

貸倒引当金 △340,011 △334,361

流動資産合計 6,555,893 7,500,794

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,883,467 12,109,121

工具、器具及び備品 30,669 40,674

土地 18,382,261 18,382,261

有形固定資産合計 30,296,398 30,532,057

無形固定資産   

ソフトウエア 4,667 6,892

無形固定資産合計 4,667 6,892

投資その他の資産   

投資有価証券 6,856,468 7,782,662

その他の関係会社有価証券 3,953,596 3,989,818

長期貸付金 2,043,943 2,107,695

敷金及び保証金 272,306 288,102

繰延税金資産 772,498 796,423

その他 246,085 361,284

貸倒引当金 △11,370 －

投資その他の資産合計 14,133,528 15,325,988

固定資産合計 44,434,595 45,864,938

資産合計 50,990,488 53,365,732
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,150,000 3,600,000

未払金 120,245 171,575

未払法人税等 650,995 201,032

預り金 386,925 516,625

賞与引当金 225,000 56,750

その他 350,544 348,793

流動負債合計 3,883,710 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 21,779,000 22,000,000

匿名組合預り金 4,013,709 4,074,080

その他 93,833 －

固定負債合計 35,112,029 36,679,567

負債合計 38,995,740 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 6,419,913 5,672,419

株主資本合計 8,800,864 8,041,927

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △153,322 △50,666

為替換算調整勘定 △551,724 △508,248

評価・換算差額等合計 △705,046 △558,914

新株予約権 2,193 2,306

少数株主持分 3,896,735 4,306,069

純資産合計 11,994,747 11,791,389

負債純資産合計 50,990,488 53,365,732
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,069,618

売上原価 1,055,789

売上総利益 3,013,829

販売費及び一般管理費 2,136,036

営業利益 877,793

営業外収益  

受取利息 12,466

受取配当金 2,801

持分法による投資利益 7,589

その他 8,697

営業外収益合計 31,554

営業外費用  

支払利息 426,142

社債利息 50,178

社債発行費 14,104

資金調達費用 79,321

その他 30,360

営業外費用合計 600,107

経常利益 309,240

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 877

特別利益合計 1,417,695

特別損失  

投資有価証券評価損 300,526

その他の関係会社有価証券売却損 95,417

事務所閉鎖損失 8,947

その他 2,724

特別損失合計 407,615

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 1,319,320

匿名組合損益分配額 48,555

税金等調整前四半期純利益 1,270,764

法人税、住民税及び事業税 665,474

法人税等調整額 16,721

法人税等合計 682,195

少数株主損失（△） △159,419

四半期純利益 747,988
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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 1,270,764

減価償却費 235,192

賞与引当金の増減額（△は減少） 168,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,899

営業受取利息 △402,593

受取利息及び受取配当金 △15,267

支払利息及び社債利息 476,320

社債償還益 △1,389,700

営業投資有価証券評価損 466,795

投資有価証券評価損 300,526

その他の関係会社有価証券売却損 95,417

売上債権の増減額（△は増加） △233,950

未収入金の増減額（△は増加） △198,406

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） △51,246

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,960

預り金の増減額（△は減少） △129,700

匿名組合分配損益（△は益） 152,634

匿名組合損益分配額 48,555

営業利息の受取額 430,510

その他 131,900

小計 1,455,238

利息及び配当金の受取額 15,435

利息の支払額 △433,300

法人税等の還付額 439,153

法人税等の支払額 △235,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,241,021

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 95,802

その他の関係会社有価証券の取得による支出 △924,910

その他の関係会社有価証券の売却及び償還による
収入

995,509

匿名組合出資金の払込による支出 △142,300

匿名組合出資金の払戻による収入 154,300

信託受益権の償還による収入 50,898

貸付金の回収による収入 82,079

その他 20,078

投資活動によるキャッシュ・フロー 331,459
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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） △1,450,000

長期借入金の返済による支出 △221,000

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 △168,668

その他 △98,060

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,942,134

現金及び現金同等物に係る換算差額 △817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △370,471

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 2,686,072
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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３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９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 3,613,555 456,063 4,069,618 － 4,069,618

営業費用 2,659,088 339,526 2,998,614 193,211 3,191,825

営業利益 954,467 116,537 1,071,004 (193,211) 877,793

〔所在地別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日）

日本
（千円）

北米
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 2,979,033 1,339,531 4,318,565 △248,946 4,069,618

営業費用 2,983,750 33,745 3,017,495 174,329 3,191,825

営業利益又は損失

（△）
△4,716 1,305,785 1,301,069 (423,276) 877,793

〔海外売上高〕

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日）

 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,345,337 1,345,337

Ⅱ　連結売上高（千円） － 4,069,618

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
33.1 33.1

（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３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,445,283

Ⅱ　売上原価 580,070

売上総利益 3,865,213

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,607,871

営業利益 1,257,341

Ⅳ　営業外収益 37,333

Ⅴ　営業外費用 359,018

経常利益 935,656

Ⅵ　特別利益 1,790

Ⅶ　特別損失  

　　投資有価証券評価損 1,203,447

　　その他 72,778

　　　計 1,276,226

匿名組合損益分配前税金等調整前四半
期純損失(△)

△338,778

匿名組合損益分配額 31,589

税金等調整前四半期純損失(△) △370,368

法人税、住民税及び事業税 393,318

法人税等調整額 △307,800

少数株主損失(△) △458,813

四半期純利益 2,926
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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３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日）

前年同四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

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損失（△） △370,368

減価償却費 215,461

賞与引当金の増減額(△減少額） 24,750

貸倒引当金の増減額(△減少額） 94,796

営業受取利息 △555,344

営業支払利息 210,407

受取利息及び受取配当金 △11,456

支払利息 350,876

投資有価証券評価損 1,203,447

売上債権の増減額(△増加額) 129,968

未収入金の増減額(△増加額) 74,172

未収消費税の増減額(△増加額） △380,082

預け金の増減額(△増加額） △895,597

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） △183,515

未払消費税の増減額(△減少額） △122,718

預り金の増減額(△減少額） △22,221

匿名組合等分配損益（△利益） 337,098

営業利息の受取額 543,147

営業利息の支払額 △150,707

その他 161,069

小計 340,685

利息及び配当金の受取額 11,023

利息の支払額 △254,570

法人税等の還付額 593,345

法人税等の支払額 △1,807,647

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,117,163
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前年同四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

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 △23,502,415

投資有価証券の取得による支出 △4,000

投資有価証券の売却・出資返還による収入 20,979

その他の関係会社有価証券の取得による支出 △1,750,980

その他の関係会社有価証券の売却・出資返還による収入 679,105

匿名組合出資による支出 △512,620

匿名組合出資の出資返還による収入 148,572

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 754,452

貸付による支出 △20,751

貸付金の回収による収入 74,569

その他 5,944

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,610,964

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） 80,258

長期借入による収入 22,023,000

社債の発行による収入 844,800

配当金の支払額 △179,831

少数株主からの払込みによる収入 887,142

少数株主への分配金の支払額 △111,696

匿名組合出資者からの払込みによる収入 1,258,119

その他 △69,285

財務活動によるキャッシュ・フロー 24,732,506

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 76,129

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △1,919,491

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 2,483,351
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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３四半期連結累計期間（平成20年12月期第３四半期）

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 3,686,243 759,040 4,445,283 － 4,445,283

営業費用 2,345,472 592,590 2,938,063 249,879 3,187,942

営業利益 1,340,771 166,449 1,507,220 (249,879) 1,257,341

（注）当四半期連結会計期間から、「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〕

前第３四半期連結累計期間（平成20年12月期第３四半期）

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 3,727,821 717,462 4,445,283 － 4,445,283

営業費用 2,938,063 － 2,938,063 249,879 3,187,942

営業利益 789,758 717,462 1,507,220 (249,879) 1,257,341
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