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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

21年12月期第１四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 ％

22年12月期第1四半期 1,361 38.6 476 ― 307 ― 82 △75.5

21年12月期第1四半期 982 ― △13 ― △194 ― 338 ―

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

22年12月期第1四半期 648.44 378.95
21年12月期第1四半期 2,787.17 ―

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

22年12月期第1四半期 48,686 11,613 18.3 66,809.96
21年12月期 49,511 11,157 17.1 66,392.29

（参考） 自己資本  22年12月期第1四半期  8,925百万円 21年12月期  8,446百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
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２四半期期末に近づき、開示が可能と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 7,000 12.0 1,800 142.1 1,200 ― 1,400 27.6 10,594.10
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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  有  
詳細は、５ページ、【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他 （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 をご覧く
ださい。 

(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） 

(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。 

新規 ―社 （社名 ） 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 133,601株 21年12月期 127,216株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期 ―株 21年12月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 127,713株 21年12月期第1四半期 121,506株
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(ご参考) 

 

（1）連結経営成績　持分法適用

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成22年12月期第1四半期 928 103.5 263 - 228 - 82 △ 75.7

平成21年12月期第1四半期 456 - △ 222 - △ 236 - 338 -

（％表示は対前年四半期増減率 百万円未満切捨）

当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22年12月期第1四半期 15,354 8,985 58.1 66,809.96

平成21年12月期 16,055 8,541 52.6 66,392.29

（3）連結業績予想　持分法適用　（平成22年1月1日～平成22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 5,200 2,500 2,300 1,400  
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（経営成績） 

  当連結会計期間(平成22年１月１日～平成22年3月31日、以下「当期」と記載）において、世界経済はギリシャの財政問

題等新たな不確定要素も発生していますが、不安定ながらも、各国の財政・金融両面からの強力な政策支援の効果により

回復基調をたどり始めています。我が国の経済についても新興諸国の経済拡大を受けた輸出や生産の増大により回復の兆

しが見られるようになりました。 

  不動産に対するグローバルな機関投資家の関心も徐々に高まりつつあります。中国を中心とするアジア新興諸国の不動

産に対する人気が高い一方、日本の不動産に対しても、①市場規模・流動性、②空室率の低位・安定性、③イールドスプ

レッド（キャップレ－トと長期国債金利の差）等から、東京都心地域の優良不動産案件や担保不動産付不良債権の売却案

件を中心に需要の回復が見られます。厳しい状況が継続していたノンリコース・ローンの供給も、一部の国内金融機関に

ついては再開の動きがでています。 

  当年度、当社グループは運用資産のパフォーマンス向上及び運用資産の増大を図り、運用ファンドの成長を通じた更な

る成長を目指して、下記の重要課題に取り組んでおります。 

ⅰ) 第4号オポチュニティ・ファンドのための投資案件発掘及び同ファンドの付随ファンドである不良債権ファンドの募

集活動 

ⅱ）アセットマネジメント会社の破綻増加等により事業機会が増大している特定顧客向けアセットマネジメント業務受託

の拡大 

ⅲ）投資家のリスク許容度に対応したコア・プラス・ファンド等の新規ファンドの立ち上げ   

ⅳ）資本・業務提携先のパシフイック・アライアンス・グループ（「PAG」）との協働体制の推進  

  当期は第4号オポチュニティ・ファンドによる新規取得や不良債権ファンドの第1号案件の取得、また今4月は外資系投

資銀行から大型ポートフォリオのアセットマネジメント業務を受託するなど（当件の業績寄与は第2四半期以降）、順調

なスタートとなっております。    

  財務面では、今4月にプットオプション（本社債の所持人の選択にもとづく繰上償還請求権）の行使期限の到来した

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」）の残存額15億円全額につきプットオプション

の行使が行われ繰上げ償還を完了しました。本繰上償還資金には今3月にＰＡＧ傘下の投資ファンドに対し行なった転換

社債型劣後社債の追加発行（社債総額5億円）及び普通株式の発行（約5億円）による手取額を充当しました。 

  当期連結経営成績につきましては、売上高は1,361百万円、経常利益307百万円、当期純利益は82百万円となりました。

また、当期末における受託資産残高合計は6,716億円（前年度末比1.9％減）となっています。 

  

<持分法適用による当期連結経営成績> 

（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

数値は当期決算短信3ページをご参照ください）。  

 売上高は928百万円（前期比103.5％増）、経常利益は228百万円（前期は236百万円の損失)、当期純利益は82百万円

（前期比75.7％減)となりました。対前期比増収の主な要因は、共同投資収益について、前年同期は一部の運用ファンド

に対する当社グループの共同投資に係る減損処理を実施し損失を計上しましたが、当期は収益を確保することができたこ

とによるものです。また、当期純利益減益の要因は前年同期にアルパイン・ボンドの買入消却に伴う社債償還差益（822

百万円）が特別利益として計上されたという一過性の理由によるものであります。 

  

＊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。 

  

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
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  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 

  本業務分野の売上高は1,167百万円、営業利益は503百万円となりました。また、本業務の当期末における受託資産残高

は6,324億円（前年度末比1.7％減）となりました。 

  上記の<持分法適用による当期連結経営成績>に記載の通り、共同投資収益の黒字化に加えて、昨年８月に 終募集を完

了した第4号オポチュニティ・ファンドの資産管理報酬、同ファンド及び不良債権ファンドによる新規取得に伴う取得報

酬等により、増収を達成し営業利益も黒字化を達成しました（前年同期は33百万円の営業損失）。当期末の受託資産残高

は既存ファンドの運用資産の売却の進捗により前年度末と比べ減少しておりますが、第2四半期以降第4号オポチュニテ

ィ・ファンド及び不良債権ファンドによる新規取得や特定顧客向けアセットマネジメントの新規受託を推進しており今後

受託資産残高の増加が見込まれます。  

②債権投資・管理回収事業 

 本業務分野における売上高は193百万円、営業利益は70百万円となりました。また、本業務の当期末における受託資産

残高は392億円（前年度末比4.9％減）となりました。 

 当期も我が国の各金融機関による不良債権の売却は限定的にしか起こっていません。一方、外資系投資銀行等の不良債

権投資事業からの撤退に伴う売却案件等に対して新規参入業者を含む一部の海外投資家等による入札競争が続いており、

回収が順調に進捗したものの新規取得は低水準にとどまりました。  

（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825百万円減少し48,686百万円となりました。減少の主な要因は、借入金の返済およ

び法人税等の支払いにより現預金が1,163百万円減少したことによります。 

 当期末における負債は前期末比1,280百万円減少し37,073百万円となりました。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を第三者割当にて発行し500百万円を調達する一方、長短借入金の返済(合計621百万円)

および法人税等の支払いによる未払法人税等が大きく減少(1,012百万円)したことによります。 

 当期末における純資産は前期末比455百万円増加し11,613百万円となりました。増加の主な要因は、今3月における第三

者割当による新株の発行により、資本金および資本剰余金が合計で499百万円増加したことによります。  

（当期の見通し） 

 連結業績予想及び持分法適用による連結業績予想につきましては、平成22年２月16日公表予想に変更ございません。明

るさが見え始めた事業環境のもと、当社グループは、金融危機以降一連の施策により強化された財務基盤を礎に大幅に向

上した競合優位性を発揮し、積極的に業務を推進してゆく所存です。 

  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。  

該当事項はありません。  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。  

該当事項はありません。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,731,005 3,894,775

売掛金 659,153 579,987

買取債権 254,355 243,827

未収入金 133,796 136,314

繰延税金資産 89,616 163,454

その他 1,192,165 1,149,027

貸倒引当金 △274,260 △269,400

流動資産合計 4,785,832 5,897,986

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,732,340 11,805,759

工具、器具及び備品（純額） 29,448 30,866

土地 18,382,261 18,382,261

有形固定資産合計 30,144,050 30,218,887

無形固定資産   

ソフトウエア 3,208 3,897

無形固定資産合計 3,208 3,897

投資その他の資産   

投資有価証券 5,965,733 6,002,888

その他の関係会社有価証券 4,120,269 3,877,426

長期貸付金 1,999,160 2,019,943

敷金及び保証金 273,900 265,218

繰延税金資産 1,237,491 1,056,865

その他 168,648 180,240

貸倒引当金 △11,370 △11,370

投資その他の資産合計 13,753,833 13,391,214

固定資産合計 43,901,092 43,613,999

資産合計 48,686,925 49,511,985
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 892,730 1,339,592

1年内返済予定の長期借入金 21,407,128 －

未払金 209,622 349,027

未払法人税等 11,562 1,023,964

預り金 376,448 385,720

賞与引当金 75,000 80,000

その他 318,257 420,678

流動負債合計 23,290,749 3,598,983

固定負債   

社債 4,605,487 4,605,487

新株予約権付社債 5,000,000 4,500,000

長期借入金 － 21,581,341

匿名組合預り金 4,091,083 4,040,825

繰延税金負債 86,386 27,547

固定負債合計 13,782,956 34,755,202

負債合計 37,073,706 38,354,185

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,650,502 1,400,529

資本剰余金 1,618,297 1,368,324

利益剰余金 6,724,782 6,769,184

株主資本合計 9,993,581 9,538,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △651,168 △654,173

為替換算調整勘定 △416,537 △437,703

評価・換算差額等合計 △1,067,705 △1,091,877

新株予約権 13,408 13,408

少数株主持分 2,673,932 2,698,229

純資産合計 11,613,218 11,157,799

負債純資産合計 48,686,925 49,511,985
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 982,545 1,361,818

売上原価 283,005 183,809

売上総利益 699,539 1,178,008

販売費及び一般管理費 712,853 701,928

営業利益又は営業損失（△） △13,314 476,079

営業外収益   

受取利息 5,205 3,393

受取配当金 2,488 －

持分法による投資利益 4,706 －

その他 1,581 1,094

営業外収益合計 13,983 4,488

営業外費用   

支払利息 147,932 113,999

社債利息 5,178 22,986

社債発行費 14,042 4,242

資金調達費用 26,017 26,214

その他 2,094 5,568

営業外費用合計 195,264 173,010

経常利益又は経常損失（△） △194,595 307,556

特別利益   

社債償還益 822,500 －

貸倒引当金戻入額 － 1,069

その他 232 －

特別利益合計 822,732 1,069

特別損失   

固定資産除却損 － 373

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 21,037 373

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 607,100 308,253

匿名組合損益分配額 15,654 23,658

税金等調整前四半期純利益 591,445 284,594

法人税、住民税及び事業税 259,622 213,910

法人税等調整額 △34,840 △52,165

法人税等合計 224,782 161,744

少数株主利益 28,004 40,036

四半期純利益 338,658 82,813
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 591,445 284,594

減価償却費 78,418 76,844

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,750 △5,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,754 4,860

営業受取利息 △153,413 △111,139

受取利息及び受取配当金 △7,694 △3,393

支払利息及び社債利息 153,110 136,986

社債償還益 △822,500 －

営業投資有価証券評価損 69,814 －

固定資産除却損 － 373

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 △76,835

未収入金の増減額（△は増加） △13,868 △28,753

未収消費税等の増減額（△は増加） 94,549 △2,856

未払金の増減額（△は減少） 12,089 △195,802

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,310 △39,355

預り金の増減額（△は減少） △111,796 △9,271

匿名組合分配損益（△は益） 364,826 △116,571

匿名組合損益分配額 15,654 23,658

営業利息の受取額 173,188 106,725

その他 30,870 △12,550

小計 441,443 32,513

利息及び配当金の受取額 5,786 12,625

利息の支払額 △158,968 △210,135

法人税等の支払額 △238,012 △1,173,922

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,248 △1,338,919

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 △257,330

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 93,787

匿名組合出資金の払戻による収入 19,529 80,132

信託受益権の償還による収入 17,973 12,525

出資金の払込による支出 － △15,000

貸付金の回収による収入 20,000 20,774

その他 1,300 △10,470

投資活動によるキャッシュ・フロー 71,850 △75,581

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 △446,862

長期借入金の返済による支出 － △174,213

社債の発行による収入 2,997,300 500,000

社債の償還による支出 △1,527,500 －

株式の発行による収入 － 499,945

配当金の支払額 － △108,669

少数株主への配当金の支払額 △74,510 △60,656

匿名組合出資者からの払込による収入 － 36,579

その他 △58,382 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,089,907 246,123

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,974 4,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,221,980 △1,163,770
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現金及び現金同等物の期首残高 3,061,257 3,894,775

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 2,731,005
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 該当事項はありません。 

  

 前第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） 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

  

  

 前第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） 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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

  
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  1,167,880  193,937  1,361,818  －  1,361,818

 営業費用  664,552  123,836  788,388  97,350  885,735

 営業利益  503,328  70,100  573,429  (97,350)  476,079

〔所在地別セグメント情報〕

  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

  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  1,039,692  333,134  1,372,827  △11,009  1,361,818

 営業費用  786,385  13,012  799,397  86,340  885,738

 営業利益  253,307  320,122  573,429  (97,350)  476,079
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 前第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） 

 (注) 1. 国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

    2. 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

    北米・・・米国 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 (注) 1. 国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

    2. 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

    北米・・・米国 

  

 当社は、平成22年３月25日付けで、パシフィック・アライアンス・アジア・オポチュニティ・ファンドから第

三者割当増資の払い込みを受けました。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が249,972千円、

資本準備金が249,972千円増加しております。 

   

〔海外売上高〕

  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

  北米 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円） 334,271 334,271 

 Ⅱ 連結売上高（千円）  － 1,361,818 

 Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％） 
24.5 24.5 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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