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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

(1）連結経営指標等             

売上高 (百万円) 1,695 2,605 8,210 4,526 9,152 

経常利益 (百万円) 421 835 1,878 1,113 2,507 

中間（当期）純利益 (百万円) 244 483 1,131 628 1,379 

純資産額 (百万円) 1,908 6,512 17,273 5,994 7,734 

総資産額 (百万円) 5,072 23,523 79,579 12,018 30,437 

１株当たり純資産額 （円） 84,629.06 61,637.56 131,317.69 57,103.74 69,894.50 

１株当たり中間（当期）純

利益金額 
（円） 11,502.61 4,603.71 9,796.05 6,923.54 13,070.32 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） 9,904.39 3,876.83 8,053.36 6,020.48 10,615.78 

自己資本比率 （％） 37.6 27.7 21.7 49.9 25.4 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △465 △5,109 △32,584 △1,527 △9,636 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △71 △2,624 △6,577 △1,531 △4,471 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) 1,004 10,709 46,634 7,173 15,409 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
(百万円) 1,081 7,702 13,501 4,727 6,028 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

52 

（ 7）

108 

（12）

129 

（12） 

64 

（ 8）

119 

（11） 

 



 （注）１．売上高（連結）には、連結子会社のうち㈱リファス、㈲リサ・リバイタル・サポート及び㈲ダリッチ・キャ

ピタルは税込方式によっておりますので、一部消費税等が含まれております。 

２．当社は平成16年８月20日付で株式１株を４株に株式分割を行っております。なお、株式分割は期首に行われ

たものとみなして計算しております。 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

(2）提出会社の経営指標等             

売上高 (百万円) 1,683 2,477 7,665 4,468 8,690 

経常利益 (百万円) 395 832 1,522 1,087 2,489 

中間（当期）純利益 (百万円) 225 489 884 609 1,395 

資本金 (百万円) 488 2,346 6,749 2,339 2,471 

発行済株式総数 （株） 22,550 105,652 131,258 104,968 110,661 

純資産額 (百万円) 1,851 6,461 16,948 5,937 7,694 

総資産額 (百万円) 5,014 23,780 79,084 11,970 30,608 

１株当たり純資産額 （円） 82,114.13 61,161.83 129,123.23 56,566.96 69,531.21 

１株当たり中間（当期）純

利益金額 
（円） 10,582.66 4,661.61 7,651.23 6,710.99 13,223.26 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） 9,112.27 3,925.58 6,290.10 5,835.65 10,740.00 

１株当たり中間（年間）配

当額 
（円） － － － － 1,500 

自己資本比率 （％） 36.9 27.2 21.4 49.6 25.1 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

45 

（ 7）

69 

（11）

74 

（ 8）

53 

（ 8）

75 

（11）



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。但し、セグメントについて、従来は不動産に関わる業務と企業再生に関わる業務というコンセプトで

区分していましたが、不動産と金融に関する投資及びアドバイザリー業務のノウハウを融合して取り組むビジネス機

会が多くなってきたことから、現在の事業を的確に反映し、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更

しております。変更の内容については、「第５ 経理の状況 １．中間連結財務諸表等 （1）中間連結財務諸表 

注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであります。 

 また、当中間連結会計期間における主要な関係会社の異動については「３ 関係会社の状況」に記載しておりま

す。 

 なお当社は、買取債権等の特定の財産への投資に係る匿名組合出資金のうち、当社または当社及び関係会社の匿名

組合に対する出資比率が50％超の場合には、匿名組合財産のうち当社の持分割合に相当する部分を、出資者である当

社の資産及び負債として貸借対照表および損益計算書に計上する会計処理を採用しておりますが、事業再生投資を目

的とするものについてはこれによらず、匿名組合から分配された損益を「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、営業者からの出資金の払戻しについては「投資有価証券」を減額させる原則的な会計処理によ

っております。 

 平成18年６月末において、事業再生投資を目的として投資先企業の議決権の過半を保有する匿名組合等に係る中間

連結貸借対照表上の投資有価証券残高及び中間連結損益計算書上の売上高計上額、ならびに投資先企業の総資産合計

額、売上高合計額及び当期純利益合計額は、以下のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

  

 中間連結財務諸表計上額 投資先企業（合計金額）  

投資有価証券残高   売上高  総資産 売上高  当期純利益  

538 △24      3,126 850 600 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、新たに提出会社の関係会社となった会社のうち主なものは以下のとおりです。 

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

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業内容 
議決権の所有割
合（％） 

関係内容 

（連結子会社）           

㈱グッド・リゾート 東京都港区 10 
インベストメント

バンキング事業 
80 

コンサルティング

業務委託先 

役員の兼任あり 

㈱おきなわリバイタ

ル 
沖縄県那覇市 50 ファンド事業 100 

当社に業務委託あ

り 

役員の兼任あり 

当社従業員１名出

向あり 

㈱千葉リバイタル 千葉県千葉市 40 ファンド事業 100 

当社に業務委託あ

り 

役員の兼任あり 

当社従業員１名出

向あり 

㈱リサ・パートナー

ズ沖縄 
沖縄県那覇市 10 

インベストメント

バンキング事業 
100 役員の兼任あり 

㈲ＣＡＭ７ 東京都港区  3 
プリンシパル投資

事業 
100 

当社従業員１名出

向あり 

㈲マーキュリー・フ

ァンド 
東京都港区 3 ファンド事業 100 

当社従業員１名出

向あり 

㈲久茂地インベスト

メンツ 
東京都港区 3 

プリンシパル投資

事業 
100   

㈲八重瀬インベスト

メンツ  
東京都港区 3 

プリンシパル投資

事業 
100   

㈲与那覇インベスト

メンツ 
東京都港区 3 

プリンシパル投資

事業 
100   



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員等を含む）は（ ）内に当中間連結会

計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は、就業人員（当社から関連会社への出向者を除く）であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員

等を含む）は、（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

プリンシパル投資事業 20 (3) 

ファンド事業 40 (1) 

インベストメントバンキング事業 48 (3) 

全社（共通） 33  (4) 

合計 141 (12)  

  平成18年６月30日現在

従業員数（名） 74 (8) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間（平成18年1月1日～平成18年6月30日）における我が国経済は、企業収益の改善を背景に設

備投資が増加するとともに、個人消費も堅調に推移したことで、デフレ経済からの脱却に進展が見られ、日銀によ

る量的緩和政策も解除されました。 

 このような経済環境の下、当社グループの事業領域である金融・不動産業界においては、引き続き地域金融機関

による不良債権処理が大きく進展するとともに、不動産マーケットにおいても、主要都市における地価が上昇に転

じたことやJ-REITを初めとする不動産の金融商品化も着実に進んでおり、不動産取引も活発に推移しました。 

 このような良好な事業環境の中、当社グループでは企業再生、不動産流動化、債権流動化を軸として、各事業部

門におけるビジネス機会を積極的に追求し、全体として順調に業績を伸ばすことができました。 

 これらの結果、売上高は8,210 百万円（前年同期比215.1％増）、経常利益は1,878百万円（前年同期比124.9％

増）、中間純利益は1,131百万円（前年同期比134.1％増）と大幅な増収・増益を達成することができました。 

 事業のセグメント別の業績は次の通りであります。 

  なお、当連結中間会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結

会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

（プリンシパル投資事業） 

 プリンシパル投資事業では、不動産、貸付債権、企業（株式）等に対して自己勘定による投資を行っておりま

す。 

 当中間連結会計期間において、債権投資は、金融機関との広範なネットワークを活用して積極的に投資機会を追

及した結果、当初想定を大幅に上回る債権の購入に成功いたしました。また、不動産投資については、マーケット

の動向を的確に捉え、着実に取得・売却の取引につなげたことで、期初予定を大幅に上回る収益獲得に成功しまし

た。 

 その結果、売上高は5,779百万円（前年同期比479.2％増）、営業利益1,244百万円（前年同期比444.4％増）と大

幅な増収増益となりました。 

（ファンド事業） 

 ファンド事業では、ソロス・リアルエステート・インベスターズ（以下、ＳＲＥＩ）及びサイプレス・グロー

ブ・インターナショナル（以下、サイプレス）と展開している不動産共同投資を行うとともに、全国の地域金融と

連携して取り組んでいる企業再生ファンドを手掛けております。 

 不動産共同投資においては、順調に投資残高を積上げることに成功し投資累計額は約1,400億円（平成18年6月

末、コミットメントベース）にまで拡大しました。企業再生ファンドについては、引き続き地域金融機関とのリレ

ーションが順調に拡大しているほか、平成18年3月には中小企業基盤整備機構の出資する官民一体ファンドを沖縄

県及び千葉県において組成し、官民一体ファンドの規模は愛媛県、埼玉県を合わせて合計110億円となりました。 

 不動産や債権の売却等による収益獲得は順調に進捗するとともに、投資残高の増加によりアセットマネジメント

フィーも伸長し、売上高864百万円（前年同期比64.4％増）、営業利益552百万円（前年同期比102.3％増）と大幅

な増収増益を確保することができました。 

（インベストメントバンキング事業） 

 インベストメントバンキング事業は、企業再生コンサルティング等のフィナンシャル・アドバイザリー業務やサ

ービシング（債権管理回収）、デューデリジェンスを手掛けるとともに、これら不動産と金融に関わる投資やアド

バイザリー業務のノウハウを統合的に活用してソリューション事業を手掛けております。 

 当中間連結会計期間においては、ソリューション事業で一部の案件で早期の出口に成功したことによる収益寄与

等の影響もあり、売上高1,566百万円（前年同期比44.8％増）、営業利益1,250百万円（前年同期比63.9％増）と大

幅な増収増益となりました。 



(2）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、販売用不動産の取得によるたな

卸資産の増加、買取債権の取得による増加等による支出があったものの、税金等調整前中間純利益を1,878百万円

計上し、かつ金融機関借入ならびに公募増資等による資金調達により前連結会計年度末に比べ7,472百万円増加

し、当中間連結会計期間末には13,501百万円となりました。 

  当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は32,584百万円（前年同期比537.7％増）となりました。 

 これは、税金等調整前中間期純利益は1,878百万円計上したものの、直接または企業再生ファンドを通じて購入

した買取債権の増加27,542百万円、販売用不動産の取得によるたな卸資産の増加6,520百万円等が大きかったこと

によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は6,577百万円（前年同期比150.6％増）となりました。 

  これは主に不動産投資ファンド・企業再生ファンドへの匿名組合出資金の拠出4,099百万円、主として投資用不

動産としての有形固定資産の取得による支出3,219百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は46,634百万円（前年同期比335.4％増）となりました。 

  これは、不動産投資、債権投資、不動産投資ファンド・企業再生ファンドへの匿名組合出資向け資金として、借

入金が長・短合わせて38,835百万円増加したことに加え、公募増資により8,275百万円の資金調達を行ったことに

よるものであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

 当社グループでは、不動産、貸付債権等への自己勘定もしくはファンドを通じた投資業務、その他デューデリジェ

ンスやアセットマネジメント、サービシング、さらにＭ＆Ａや企業再生のアドバイザリー業務等を行っているため、

生産実績、受注実績については該当する実績がないことから記載しておりません。 

(1）仕入実績 

 当中間連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．本表の金額には、消費税は含まれておりません。 

２．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会

計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

(2）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会

計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

３．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次

のとおりであります。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前年同期比（％） 

プリンシパル投資事業（百万円） 10,475 ＋277.7 

合計（百万円） 10,475 ＋277.7 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前年同期比（％） 

プリンシパル投資事業（百万円） 5,779 ＋479.2 

ファンド事業（百万円） 864 ＋64.4 

インベストメントバンキング事業（百万円） 1,566 ＋44.8 

合計（百万円） 8,210 ＋215.1 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

㈲ティー・ジー・ファンド － － 1,378 16.8 

スクエア・インベストメント㈲ － － 1,041 12.7 

アイ・アール債権回収㈱ 398 15.3 212 2.6 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  （注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年９月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（転換社

債型新株予約権付社債の行使を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成14年５月27日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与 

 （注） 平成16年６月７日開催の取締役会決議により、平成16年８月20日付で１株を４株とする株式分割を行っており

ます。これにより新株引受権の目的となる株式の数、発行価格及び資本組入額が調整されております。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 360,800 

計 360,800 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 131,258.13 132,654.13 
東京証券取引所 

市場第一部 

完全議決権株式

であり、権利内

容に何ら限定の

ない当社におけ

る標準となる株

式であります。 

計 131,258.13 132,654.13 － － 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 81 79 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 324 316 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 20,000 20,000 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日から 

平成19年６月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格 20,000円 

資本組入額10,000円 

発行価格 20,000円 

資本組入額10,000円 

新株予約権の行使の条件 

権利行使の時に、当社及

び当社の子会社・関連会

社の取締役、監査役、従

業員、顧問その他これに

準ずる地位にあること 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

第三者に譲渡、質入その

他一切の処分をすること

ができないものとする 

同左 

代用払込みに関する事項 －  － 



② 平成15年３月28日定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与 

 （注） 平成16年６月７日開催の取締役会決議により、平成16年８月20日付で１株を４株とする株式分割を行っており

ます。これにより新株引受権の目的となる株式の数、発行価格及び資本組入額が調整されております。 

③ 平成15年10月16日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与 

 （注） 平成16年６月７日開催の取締役会決議により、平成16年８月20日付で１株を４株とする株式分割を行っており

ます。これにより新株引受権の目的となる株式の数、発行価格及び資本組入額が調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 46 46 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 184 184 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 20,000 20,000 

新株予約権の行使期間 
平成17年５月１日から 

平成20年４月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格 20,000円 

資本組入額10,000円 

発行価格 20,000円 

資本組入額10,000円 

新株予約権の行使の条件 

権利行使の時に、当社及

び当社の子会社・関連会

社の取締役、監査役、従

業員その他これに準ずる

地位にあること 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

第三者に譲渡、質入その

他一切の処分をすること

ができないものとする 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 1,374 1,027 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,496 4,108 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 22,500 22,500 

新株予約権の行使期間 
平成17年12月１日から 

平成20年11月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格 22,500円 

資本組入額11,250円 

発行価格 22,500円 

資本組入額11,250円 

新株予約権の行使の条件 

権利行使の時に、当社及

び当社の子会社・関連会

社の取締役、監査役、従

業員その他これに準ずる

地位にあること 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

第三者に譲渡、担保権設

定その他一切の処分をす

ることができないものと

する 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 



④ 平成16年11月25日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与 

  （注）平成18年５月30日を払込期日とする一般募集の増資により、発行済株式総数が18,000株増加しております。こ

れにより新株引受権の目的となる株式の数、発行価額及び資本組入額が調整されております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 

    第1種  513.6 

    第2種  256.8 

    第3種  256.8 

    第1種  513.6 

    第2種  256.8 

    第3種  256.8 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

      第1種   5,136 

      第2種   2,568 

      第3種  2,568 

      第1種   5,136 

      第2種   2,568 

      第3種  2,568 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 234,584.9 234,584.9 

新株予約権の行使期間 
平成18年11月25日から 

平成22年11月25日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格 234,584.9円 

資本組入額117,292.45円 

発行価格 234,584.9円 

資本組入額117,292.45円 

新株予約権の行使の条件 

全ての新株予約権につい

て、当社と新株予約権の

割当を受けた者との間で

締結する「新株予約権付

与契約」に定めるところ

による 

なお、第2種、第3種の行

使条件については、「新

株予約権付与契約」にお

いて、当社とソロス・リ

アルエステート・インベ

スターズとの共同投資の

投資額に応じて、それぞ

れ設定する 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

全ての新株予約権につい

て、譲渡はソロス・リア

ルエステート・インベス

ターズの関連会社、関連

ファンドに対してのみ、

これを認める 

同左 

代用払込みに関する事項 － －  



⑤ 平成17年３月30日定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与 

  

⑥ 平成18年３月30日定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 363 326 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 363 326 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 385,910 385,910 

新株予約権の行使期間 
平成20年４月１日から 

平成23年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格 385,910円 

資本組入額192,955円 

発行価格 385,910円 

資本組入額192,955円 

新株予約権の行使の条件 

権利行使の時に、当社及

び当社の子会社・関連会

社の取締役、監査役、従

業員その他これに準ずる

地位にあること 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

第三者に譲渡、担保権設

定その他一切の処分をす

ることができないものと

する 

同左 

代用払込みに関する事項 － －  

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 457 457 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 457 457 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 634,000 634,000 

新株予約権の行使期間 
平成21年４月１日から 

平成24年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格 634,000円 

資本組入額317,000円 

発行価格 634,000円 

資本組入額317,000円 

新株予約権の行使の条件 

権利行使の時に、当社な

らびに当社の子会社及び

関連会社の取締役、監査

役、従業員或いは顧問そ

の他これに準ずる地位に

あること 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

第三者に譲渡、担保権設

定その他一切の処分をす

ることができないものと

する 

同左 

代用払込みに関する事項 － －  



 旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 4,570 4,570 

新株予約権の数（個） 914 914 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 12,770.84 12,770.84 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 357,846.4 357,846.4 

新株予約権の行使期間 

平成17年５月23日から 

平成22年３月17日の銀行

営業終了時（ルクセンブ

ルグ時間）まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格 357,846.4円 

資本組入額178,923.2円 

発行価格 357,846.4円 

資本組入額178,923.2円 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部行使

はできないものとする 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当なし 同左 

代用払込みに関する事項 

旧商法第341条ノ３第１項

第７号及び第８号により、

本新株予約権を行使したと

きは、かかる行使をした者

から、当該本新株予約権が

付せられた本社債の全額の

償還に代えて当該本新株予

約権の行使に際して払込を

なすべき額の全額の払込が

なされたものとする旨の請

求があったものとみなす。

同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．有償一般募集 

発行価格   477,240円 

発行価額   457,560円 

資本組入額  228,780円 

    ２．新株予約権の行使に伴う新株発行 

(4）【大株主の状況】 

 （注）前事業年度末現在主要株主であった井無田敦は、当中間期末では主要株主ではなくなりました。 

年月日 
発行済株式総
数増減数
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額（百万
円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成18年５月30日 

 （注）1 
18,000 128,661.39 4,118 6,589 4,118 6,726 

 平成18年１月１日～ 

 平成18年６月30日 

 （注）２ 

2,596.74 131,258.13 160 6,749 160 6,886 

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

井無田 敦 東京都目黒区 13,002 9.91 

株式会社ジェイウェイ 東京都目黒区中根二丁目11番９号 9,200 7.01 

ジェーピーモルガンチェー

スオッペンハイマーファン

ズジャスデックアカウント 

（常任代理人株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行） 

CHASESIDE,BOURNEMOUTH,DORSET,BH7 7DB 

UNITED KINGDOM 

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 カス

トディ業務部） 

9,000 6.86 

ジェーピーモルガンチェー

スシーアールイーエフジャ

スデックレンディングアカ

ウント 

（常任代理人株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行） 

730 THIRD AVENUE NEW YORK NY 10017,USA 

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 カス

トディ業務部） 

6,340 4.83 

ステートストリートバンク

アンドトラストカンパニー 

（常任代理人株式会社みず

ほコーポレート銀行 兜町

証券決済業務室） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 USA 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
4,924 3.75 

井無田 美鈴 東京都目黒区 4,206 3.2 

東京共同会計事務所 

 代表者 内山隆太郎 
東京都千代田区丸の内三丁目１番１号 3,245 2.47 

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託

口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,093 2.36 

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号  2,050 1.56 

アコム株式会社 東京都千代田区二丁目１番１号 2,000 1.52 

計 － 57,060 43.47 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式等が83株及びそれに係る議決権の数

83個が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありません。 

  平成18年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
普通株式     3 

 （自己株式） 
－ 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式  131,255       131,255 同上 

端株 普通株式    0.13 － 同上 

発行済株式総数     131,258.13 － － 

総株主の議決権 －       131,255 － 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又は名
称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

㈱リサ・パートナーズ 
東京都港区赤坂 

一丁目11番44号 
3 － 3 0.0 

計 － 3 － 3 0.0 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 621,000 712,000 635,000 647,000 598,000 476,000 

最低（円） 432,000 505,000 535,000 541,000 440,000 403,000 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第３項のただ

し書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則を適用しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第３項のただし書

きにより、改正前の中間財務諸表規則を適用しております。 

(3）当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載して

おりましたが、当中間連結会計期間及び当中間会計期間より百万円単位で記載することに変更しました。なお、比

較を容易にするため、前中間連結会計期間及び前中間会計期間についても百万円単位に組替え表示しております。

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30

日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の中間財務諸表

について、中央青山監査法人により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年

６月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間財

務諸表については、一時会計監査人たるみすず監査法人及び優成監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間  中央青山監査法人 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間  一時会計監査人 みすず監査法人 

                      一時会計監査人 優成監査法人 

       また、中央青山監査法人は、平成18年９月１日付をもって名称をみすず監査法人に変更しております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     7,722 13,521   6,048 

２．受取手形及び売掛
金 

    465 812   888 

３．たな卸資産 ※２   4,114 13,611   7,091 

４．買取債権 ※２   4,393 35,131   7,588 

５．繰延税金資産     77 121   99 

６．その他     619 898   648 

貸倒引当金     △6 △36   △13 

流動資産合計     17,386 73.9 64,060 80.5   22,351 73.4

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１         

１．建物及び構築物 ※２   326 1,145   378 

２．土地  ※２    1,261 3,549   1,261 

３．その他     360 393   383 

有形固定資産合計     1,948 8.3 5,088 6.4   2,024 6.6

(2）無形固定資産           

１．ソフトウェア     31 22   28 

２．連結調整勘定      364 287   326 

３．その他      0 0   0 

無形固定資産合計     396 1.7 310 0.4   354 1.2

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券     3,487 8,187   4,745 

２．繰延税金資産     － 196   3 

３．その他     304 1,735   957 

投資その他の資産
合計 

    3,791 16.1 10,120 12.7   5,707 18.8

固定資産合計     6,136 26.1 15,518 19.5   8,086 26.6

資産合計     23,523 100.0 79,579 100.0   30,437 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

    2 2   6 

２．短期借入金 ※２   5,633 26,549   6,650 

３．未払法人税等     399 1,067   847 

４．賞与引当金     76 98   － 

５．厚生年金基金脱退
損失引当金  

    30 －   － 

６．その他     755 2,924   1,958 

流動負債合計     6,897 29.3 30,642 38.5   9,463 31.1

Ⅱ 固定負債           

  １．社債     5,715 5,965   6,680 

２．長期借入金 ※２   4,255 25,272   6,335 

３．退職給付引当金      10 4   9 

４．繰延税金負債      10 －   62 

５．その他     103 421   121 

固定負債合計     10,094 42.9 31,663 39.8   13,208 43.4

負債合計     16,992 72.2 62,305 78.3   22,671 74.5

            

（少数株主持分）           

    少数株主持分     19 0.1 － －   31 0.1
            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     2,346 10.0 － －   2,471 8.1

Ⅱ 資本剰余金     2,483 10.5 － －   2,608 8.6

Ⅲ 利益剰余金     1,660 7.1 － －   2,556 8.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金  

    20 0.1 － －   97 0.3

Ⅴ 自己株式     － － － －   △0 △0.0

資本合計     6,512 27.7 － －   7,734 25.4

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    23,523 100.0 － －   30,437 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     － － 6,749 8.5   － －

２．資本剰余金     － － 6,886 8.7   － －

３．利益剰余金     － － 3,522 4.4   － －

４．自己株式     － － △1 △0.0   － －

株主資本合計     － － 17,157 21.6   － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    － 79   － 

評価・換算差額等合
計 

    － － 79 0.1   － －

Ⅲ 少数株主持分     － － 37 0.0   － －

純資産合計     － － 17,273 21.7   － －

負債純資産合計     － － 79,579 100.0   － －

            



②【中間連結損益計算書】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     2,605 100.0 8,210 100.0   9,152 100.0 

Ⅱ 売上原価     901 34.6 4,333 52.8   4,619 50.5

売上総利益     1,704 65.4 3,876 47.2   4,532 49.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   743 28.5 1,313 16.0   1,720 18.8

営業利益     960 36.9 2,563 31.2   2,812 30.7

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   4   11 6   

２．受取配当金   -   2 0   

３．持分法による投資
利益 

  34   144 61   

４．賃貸収益   12   8 21   

５．その他   1 53 2.0 6 172 2.1 1 90 1.0

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   84   409 214   

２．融資手数料   37   389 37   

３．賃貸費用   9   9 19   

４．市場変更費用   -   － 34   

５．新株発行費   -   43 －   

６．社債発行費    39   － 80   

７．その他   8 179 6.9 6 857 10.4 9 395 4.3

経常利益     835 32.0 1,878 22.9   2,507 27.4

Ⅵ 特別損失           

１．固定資産除却損   －   － 0   

２．社屋移転費用   －   － 117   

３．厚生年金基金脱退
損失引当金繰入額 

  13 13 0.5 － － － 9 127 1.4

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    821 31.5 1,878 22.9   2,380 26.0

法人税、住民税及
び事業税 

  376   1,007 1,056   

法人税等調整額   △37 338 12.9 △265 742 9.1 △59 996 10.9

少数株主利益      0 0.0 4 0.0   4 0.0

中間（当期）純利
益 

    483 18.6 1,131 13.8   1,379 15.1

            



③【中間連結剰余金計算書】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     2,477 2,477

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１．新株予約権の行使に
よる新株の発行 

  6 56

２．転換社債の転換によ
る新株の発行 

  － 6 74 131

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    2,483 2,608

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     1,177 1,177

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１．中間（当期）純利益   483 483 1,379 1,379

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    1,660 2,556

      



④【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日 残高 

（百万円） 
2,471 2,608 2,556 △0 7,636 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行（百万円） 4,277 4,277 － － 8,555 

剰余金の配当（百万円） － － △165 － △165 

中間純利益（百万円） － － 1,131 － 1,131 

自己株式の取得（百万円） － － － △1 △1 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

（百万円） 

－ － － － － 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
4,277 4,277 965 △1 9,519 

平成18年６月30日 残高 

（百万円） 
6,749 6,886 3,522 △1 17,157 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

平成17年12月31日 残高 

（百万円） 
97 31 7,765 

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行（百万円） － － 8,555 

剰余金の配当（百万円） － － △165 

中間純利益（百万円） － － 1,131 

自己株式の取得（百万円） － － △1 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

（百万円） 

△18 5 △13 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△18 5 9,507 

平成18月６月30日 残高 

（百万円） 
79 37 17,273 



⑤【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17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．税金等調整前中間
（当期）純利益 

  821 1,878 2,380

２．減価償却費   22 41 55

３．長期前払費用償却額   0 8 0

４．繰延資産償却額   4 － 51

５．連結調整勘定償却
額  

  19 38 57

６．持分法による投資利
益 

  △34 △144 △61

７．貸倒引当金の増加・
減少（△）額 

  △1 23 6

８．賞与引当金の増加額   76 98 －

９．退職給付引当金の増
加・減少（△）額 

  13 △4 △17

10．受取利息及び受取配
当金 

  △4 △13 △6

11．支払利息   84 409 214

12．売上債権の増加
（△）・減少額 

  △187 75 △610

13．たな卸資産の増加額   △2,182 △6,520 △5,159

14．買取債権の増加額   △2,724 △27,542 △5,919

15．仕入債務の減少額   △18 △4 △14

16．その他   △498 274 262

小計   △4,609 △31,382 △8,760

17．利息及び配当金の受
取額 

  4 4 4

18．利息の支払額   △94 △419 △222

19．法人税等の支払額   △409 △787 △657

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △5,109 △32,584 △9,636

 



    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．有形固定資産の取得
による支出 

  △332 △3,219 △371

２．投資有価証券の取得
による支出 

  △343 △549 △653

３．新規連結子会社株式
の取得による支出 

  △340 － △340

４．関係会社株式の取得
による支出 

  - △15 △9

５．出資金の拠出による
支出 

  △69 △30 △101

６．匿名組合出資金の拠
出による支出 

※２ △2,397 △4,099 △5,384

７．匿名組合からの分配
による収入 

※２ 710 1,535 3,098

８．匿名組合出資金の受
入れによる収入 

  － 300 －

９．貸付けによる支出   － △1,854 △1,335

10．貸付金の回収による
収入 

  197 1,391 894

11．その他   △50 △36 △268

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △2,624 △6,577 △4,471

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．短期借入金純増額   1,791 16,216 3,843

２．長期借入による収入   3,950 23,772 6,610

３．長期借入金の返済に
よる支出 

  △821 △1,152 △2,436

４．社債の発行による収
入 

  5,800 － 7,400

５．社債の償還による支
出 

  △35 △315 △140

６．株式の発行による収
入 

  13 8,275 113

７．自己株式の取得によ
る支出 

  － △1 △0

８．配当金の支払額   － △162 －

９．少数株主からの払込
による収入 

  10 2 18

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  10,709 46,634 15,409

 



    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額 

  2,974 7,472 1,300

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  4,727 6,028 4,727

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※１ 7,702 13,501 6,028

      



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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    ５社 

連結子会社の名称 

㈲リサ・リバイタル・サポー

ト 

㈲ダリッチ・キャピタル 

㈱隼人インベストメンツ 

やしお債権回収㈱ 

㈱えひめリバイタル・マネジ

メント 

 なお、㈲リサ・リバイタ

ル・サポートは当中間連結会

計期間において㈲リサ・エス

テートより商号変更しており

ます。 

また、やしお債権回収㈱につ

いては、当中間連結会計期間

において当該会社の発行済全

株式を取得したことにより、

また、㈱えひめリバイタル・

マネジメントについては、当

中間連結会計期間において新

たに設立したことにより、当

中間連結会計期間より連結の

範囲に含めております。 

(1）連結子会社の数    17社 

連結子会社の名称 

㈲リサ・リバイタル・サポー

ト 

㈲ダリッチ・キャピタル 

㈱隼人インベストメンツ 

㈱城山インベストメンツ 

リサ企業再生債権回収㈱ 

㈱えひめリバイタル・マネジ

メント 

㈱埼玉・ターンアラウンド・

マネジメント 

㈱リファス 

㈱グッド・リゾート 

㈱おきなわリバイタル 

㈱千葉リバイタル 

㈱リサ・パートナーズ沖縄 

㈲ＣＡＭ７ 

㈲マーキュリー・ファンド 

㈲久茂地インベストメンツ 

㈲八重瀬インベストメンツ 

㈲与那覇インベストメンツ 

 なお、当中間連結会計期間

において、㈱リファスは㈲シ

デナム・ヒルより改組し、か

つ重要性が増したことによ

り、㈱グッド・リゾート、㈱

おきなわリバイタル、㈱千葉

リバイタル、㈱リサ・パート

ナーズ沖縄、㈲マーキュリ

ー・ファンド、㈲久茂地イン

ベストメンツ、㈲八重瀬イン

ベストメンツ、㈲与那覇イン

ベストメンツは新たに設立し

たことにより、㈲ＣＡＭ７は

当該会社に対する全出資持分

を取得したことにより、当中

間連結会計期間より連結の範

囲に含めております。 

  また、リサ企業再生債権回

収㈱は当中間連結会計期間に

おいて、やしお債権回収㈱よ

り商号変更しております。 

(1）連結子会社の数    ７社 

連結子会社の名称 

㈲リサ・リバイタル・サポー

ト 

㈲ダリッチ・キャピタル 

㈱隼人インベストメンツ 

㈱城山インベストメンツ 

やしお債権回収㈱ 

㈱えひめリバイタル・マネジ

メント 

㈱埼玉・ターンアラウンド・

マネジメント 

 なお、㈲リサ・リバイタ

ル・サポートは当連結会計年

度において㈲リサ・エステー

トより商号変更しておりま

す。 

  また、やしお債権回収㈱に

ついては、当連結会計年度に

おいて当該会社の発行済全株

式を取得したことにより、ま

た、㈱城山インベストメン

ツ、㈱えひめリバイタル・マ

ネジメント及び㈱埼玉・ター

ンアラウンド・マネジメント

については、当連結会計年度

において新たに設立したこと

により、当連結会計年度より

連結の範囲に含めておりま

す。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 (2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

㈲シデナム・ヒル 

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト 

アール・ピー・ディー・ワン

㈲ 

その他１社 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト 

アール・ピー・ディー・ワン

㈲ 

㈱オークフィールド 

㈲慶良間インベストメンツ 

㈲渡名喜インベストメンツ 

㈲南風原インベストメンツ 

㈲浜比嘉インベストメンツ 

㈲真栄田インベストメンツ 

㈱魁インベストメンツ 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

㈲シデナム・ヒル 

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト 

アール・ピー・ディー・ワン

㈲ 

㈱オークフィールド 

 （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも

小規模であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益

（持分に見合う額）、利益

剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためでありま

す。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも

小規模であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）、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

いないためであります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の関連会社数 

４社 

(1）持分法適用の関連会社数 

４社 

(1）持分法適用の関連会社数 

５社 

 会社名 

アイ・アール債権回収㈱ 

㈱エフ・アンド・ビー 

㈱スーパー・デラックス 

㈱オーセントゴルフ倶楽部 

会社名 

アイ・アール債権回収㈱ 

㈱エフ・アンド・ビー 

㈱スーパー・デラックス 

㈱オーセントゴルフ倶楽部 

 なお、㈱ディーシー債権回

収については、当中間連結会

計期間においてアイ・アール

債権回収㈱と合併しておりま

す。 

会社名 

アイ・アール債権回収㈱ 

㈱ディーシー債権回収 

㈱エフ・アンド・ビー 

㈱スーパー・デラックス 

㈱オーセントゴルフ倶楽部 

 なお、㈱ディーシー債権回収

については、当連結会計年度

において新たに株式を取得し

たことにより、当連結会計年

度より持分法を適用しており

ます。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 (2）持分法非適用の非連結子会社 

㈲シデナム・ヒル 

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト 

アール・ピー・ディー・ワン

㈲ 

その他１社 

(2）持分法非適用の非連結子会社 

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト 

アール・ピー・ディー・ワン

㈲ 

㈱オークフィールド 

㈲慶良間インベストメンツ 

㈲渡名喜インベストメンツ 

㈲南風原インベストメンツ 

㈲浜比嘉インベストメンツ 

㈲真栄田インベストメンツ 

㈱魁インベストメンツ 

(2）持分法非適用の非連結子会社 

㈲シデナム・ヒル 

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト 

アール・ピー・ディー・ワン

㈲ 

㈱オークフィールド 

 （持分法を適用しない理由） 

上記の持分法非適用の非連

結子会社は、いずれも中間

純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても中間

連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため

であります。 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

（持分法を適用しない理由） 

上記の持分法非適用の非連

結子会社は、いずれも当期

純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないためであ

ります。 

 (3）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、当該会

社の中間会計期間に係る中間

財務諸表を使用しておりま

す。 

(3）     同左 (3）持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社

については、当該会社の事業

年度に係る財務諸表を使用し

ております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社の中間会計期間の末日

は、中間連結決算日と一致してお

ります。 

 連結子会社のうち㈲マーキュリ

ー・ファンドは、当中間連結会計

期間に設立し、決算日は６月30日

であります。 

 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、中間連結決算日現在で実

施した決算に基づく財務諸表を使

用しております。 

連結子会社の事業年度の末日は、

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 

１．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

１．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております 

１．有価証券 

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（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

を採用しております。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法を採

用しております。ただし匿名

組合出資金は個別法によって

おり、詳細は「４.(6) 2匿名

組合出資金の会計処理」に記

載しております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ２．たな卸資産 

(1）販売用不動産、不動産事業

支出金及び未成業務支出金 

個別法による原価法を採用

しております。 

２．たな卸資産 

(1）販売用不動産、不動産事業

支出金及び未成業務支出金 

同左 

２．たな卸資産 

(1）販売用不動産、不動産事業

支出金及び未成業務支出金 

同左 

 (2）貯蔵品 

最終仕入原価法を採用して

おります。 

(2）貯蔵品 

同左 

(2）貯蔵品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

１．有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、建物については定額

法を採用しております。 

主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 ３年～30年 

その他     ３年～８年 

１．有形固定資産 

同左 

１．有形固定資産 

同左 

 ２．無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における見込

利用可能期間（３～５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。 

２．無形固定資産 

同左 

２．無形固定資産 

同左 

 ３．長期前払費用 

定額法を採用しております。 

３．長期前払費用 

同左 

３．長期前払費用 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

１．貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

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 

１．貸倒引当金 

同左 

 ２．賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額のう

ち当中間連結会計期間の負担

額を計上しております。 

２．賞与引当金 

同左 

―― 

―― 

  ３．退職給付引当金 

当社の連結子会社であるやし

お債権回収㈱が従業員の退職

給付に備えるため、当中間連

結会計期間末における退職給

付債務見込額に基づき計上し

ております。 

３．退職給付引当金 

当社の連結子会社であるリサ

企業再生債権回収㈱が従業員

の退職給付に備えるため、当

中間連結会計期間末における

退職給付債務見込額に基づき

計上しております。 

３．退職給付引当金 

当社の連結子会社であるやし

お債権回収㈱が従業員の退職

給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債

務見込額に基づき計上してお

ります。 

  ４．厚生年金基金脱退損失引当金 

当社の連結子会社であるやし

お債権回収㈱が、足利銀行厚

生年金基金から脱退するに当

たって発生する一括掛け金の

見込額を引当計上しておりま

す。 

―― 

  

 ―― 

 (4) 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。 

同左 同左 

  

（5）ヘッジ会計の方法 １．ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用し

ております。 

１．ヘッジ会計の方法 

同左 

１．ヘッジ会計の方法 

同左 

 ２．ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

金利スワップ 

２．ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

同左 

２．ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

同左 

 (ヘッジ対象) 

借入金 

(ヘッジ対象) 

     同左 

(ヘッジ対象) 

     同左 

 ３．ヘッジ方針 

金利の市場変動によるリスク

を回避するためにデリバティ

ブ取引を利用しており、投機

目的のものはありません。 

３．ヘッジ方針 

同左 

３．ヘッジ方針  

同左 

 ４．ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時及びそ

の後も継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完

全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジ有

効性の判定は省略しておりま

す。 

４．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 ４．ヘッジ有効性評価の方法 

同左  

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 

１．消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、㈲

リサ・リバイタル・サポート

及び㈲ダリッチ・キャピタル

は税込方式、当社及びその他

の連結子会社は税抜方式によ

っております。 

１．消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、㈱

リファス、㈲リサ・リバイタ

ル・サポート及び㈲ダリッ

チ・キャピタルは税込方式、

当社及びその他の連結子会社

は税抜方式によっており、資

産に係る控除対象外消費税等

は長期前払消費税等（投資そ

の他の資産の「その他」に含

む）に計上し、５年間で均等

償却を行っております。 

１．消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、㈲

リサ・リバイタル・サポート

及び㈲ダリッチ・キャピタル

は税込方式、当社及びその他

の連結子会社は税抜方式によ

っており、資産に係る控除対

象外消費税等は長期前払消費

税等（投資その他の資産の

「その他」に含む）に計上

し、５年間で均等償却を行っ

ております。 

（追加情報） 

 従来、資産に係る控除対象

外消費税等は発生していませ

んでしたが、当連結会計年度

中に控除対象外消費税等が新

たに発生したことから上記会

計処理を採用することとしま

した。 

  ２．匿名組合出資金の会計処理 ２．匿名組合出資金の会計処理 ２．匿名組合出資金の会計処理 

   匿名組合への出資に際して

は、匿名組合財産の持分割合

相当額を「投資有価証券」に

計上しております。 

 匿名組合から分配された損

益については、「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、営業

者からの出資金の払戻しにつ

いては「投資有価証券」を減

額させております。 

 匿名組合への出資に際して

は、匿名組合財産の持分割合

相当額を「投資有価証券」に

計上しております。 

匿名組合から分配された損益

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、営業者

からの出資金の払戻しについ

ては「投資有価証券」を減額

させております。 

 匿名組合への出資に際して

は、匿名組合財産の持分割合

相当額を「投資有価証券」に

計上しております。 

匿名組合から分配された損益

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、営業者

からの出資金の払戻しについ

ては「投資有価証券」を減額

させております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

   ただし、当社または当社及

び関係会社の匿名組合に対す

る出資比率が50％超の場合に

は、匿名組合財産のうち当社

の持分割合に相当する部分

を、出資者である当社の資産

及び負債として中間連結貸借

対照表に計上し、中間連結損

益計算書についても同様に処

理しております。 

（追加情報） 

 従来、上記処理は営業者で

ある一つの有限会社に複数の

異なる出資比率の匿名組合が

組成されることが予定されて

いるものに限定しておりまし

たが、当中間連結会計期間に

おいて一営業者に対し一匿名

組合の場合においても上記出

資比率の条件を満たすものが

新たに組成されました。この

場合についても同様の処理に

よっております。 

 ただし、当社または当社及

び関係会社の匿名組合に対す

る出資比率が50％超の場合に

おいて、買取債権等の特定の

財産への投資を対象とする匿

名組合については、匿名組合

財産のうち当社の持分割合に

相当する部分を、出資者であ

る当社の資産及び負債として

中間連結貸借対照表に計上

し、中間連結損益計算書につ

いても同様に処理しておりま

す。 

 また、事業再生投資を目的

とする匿名組合で当社または

当社及び関係会社の匿名組合

に対する出資比率が50％超の

場合については、事業再生投

資の成果を中間連結財務諸表

に適切に反映させるために、

上記の会計処理を採用せず、

原則的な会計処理方法による

こととしております。 

 ただし、買取債権等の特定

の財産への投資に係る匿名組

合出資金のうち、当社または

当社及び関係会社の匿名組合

に対する出資比率が50％超の

場合には、匿名組合財産のう

ち当社の持分割合に相当する

部分を、出資者である当社の

資産及び負債として連結貸借

対照表に計上し、連結損益計

算書についても同様に処理し

ております。 

（追加情報） 

従来、上記処理は営業者であ

る一つの有限会社に複数の異

なる出資比率の匿名組合が組

成されることが予定されてい

るものに限定しておりました

が、当中間会計期間において

一営業者に対し一匿名組合の

場合においても上記出資比率

の条件を満たすものが新たに

組成されました。この場合に

ついても同様の処理によって

おります。 

 また従来、当社または当社

及び関係会社の匿名組合に対

する出資比率が50％超の匿名

組合としては、買取債権等の

特定の財産への投資を対象と

する匿名組合のみが組成され

ておりましたが、当連結会計

年度において事業再生投資を

目的とする匿名組合で当社ま

たは当社及び関係会社の匿名

組合に対する出資比率が50％

超の匿名組合が組成されまし

た。この場合については、事

業再生投資の成果を連結財務

諸表に適切に反映させるため

に、上記ただし書きの会計処

理を採用せず、原則的な会計

処理方法によることとしてお

ります。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

現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 同左 



中間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 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

―― 

  

1.固定資産の減損に係る会計基準 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に係る意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。 

 これによる当中間連結会計期間の損益に与

える影響はありません。 

  

2.貸借対照表の純資産の表示に関する会計基

準 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の表示に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

17,235百万円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。 

  

―― 

  

  3.不動産及び債権に係る取得関連費用の計上

方法の変更 

 当社の不動産及び債権に係る取得関連費用

については、従来、取得時に費用計上してお

りましたが、不動産・債権への投資機会及び

投資金額の大幅な拡大に伴い、投資案件に係

る収益・費用を的確に捉え、より適正な期間

損益を財務諸表に反映させる必要が高まって

きたことから、当中間連結会計期間より不動

産及び債権の取得価額へ計上する会計処理に

変更しております。 

この変更により、当中間連結会計期間におい

ては、従来の方法によった場合に比べ、営業

利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益

が144百万円、中間純利益が85百万円増加し

ております。なお、セグメント情報に与える

影響は当該箇所に記載しております。 

  



表示方法の変更  

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

（中間連結貸借対照表）  

 前連結会計年度の下期において、証券取引法及び証券

取引法施行令が改正され、一定の匿名組合契約上の権利

は証券取引法上の有価券として取り扱われることとなっ

たため、「匿名組合出資金」のうち証券取引法上の有価

証券に該当するもの（当連結中間会計期間末2,941百万

円）については、当中間連結会計期間より、投資その他

の資産の「投資有価証券」として表示しております。な

お、前連結会計年度末の「匿名組合出資金」のうち証券

取引法上の有価証券に該当するもの（107百万円）は、

投資その他の資産の「その他」に表示しております。 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間まで、旧有限会社法に規定する有

限会社に対する出資持分は、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が、会社法及び会社法

の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律第２条第２

項により、その持分が有価証券（株式）とみなされるこ

ととなったため、当中間連結会計期間より投資その他の

資産の「投資有価証券」に含めて表示しております。な

お、当中間連結会計期間末の「投資有価証券」に含めた

有限会社に対する持分は、21百万円であります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（法人事業税における外形標準課税 

部分の損益計算書上の表示方法） 

 「地方税法の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法につ

いての実務上の取扱い」（平成16年

2月13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号）に基づき、法人

事業税の付加価値割及び資本割につ

いては販売費及び一般管理費に計上

しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が11百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益が

11百万円減少しております。 

―― 

  

（法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法） 

 「地方税法の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示方法について

の実務上の取扱い」（平成16年2月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割について

は販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

この結果、販売費及び一般管理費が

27百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が27

百万円減少しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 

86百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 

98百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 

87百万円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

たな卸資産 2,411百万円

建物及び構築物 263 

土地 1,261 

計 3,936百万円

たな卸資産  10,309百万円

買取債権 27,017 

建物及び構築物 1,018 

土地          3,549 

計 41,894百万円

たな卸資産   5,038百万円

建物及び構築物    258 

土地 1,261 

計 6,558百万円

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 2,226百万円

長期借入金  1,134 

計 3,361百万円

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金     17,903百万円

長期借入金 11,668 

計     29,571百万円

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金   3,982百万円

長期借入金       2,071 

計      6,053百万円

         ―― ３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の当社が出資する不動産投資ファ

ンドおよび再生支援プロジェクト推進

にあたり、金融機関等からの借入に対

し債務保証を行っております。 

保証先 金額（百万円） 

アゼリアオーワン

特定目的会社 

 58 

㈲港オーワン 127 

㈱國場組 230 

計 416 

３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の当社が出資する不動産投資ファ

ンドについて、金融機関等からの借入

に対し債務保証を行っております。 

保証先 金額（百万円） 

アゼリアオーワン

特定目的会社 

682 

㈲港オーワン 310 

計 993 

４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産の「その他」に含め

て記載しております。 

４ 消費税等の取扱い 

同左 

        ―― 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 63百万円

給与手当  178 

賞与引当金繰入額  57 

法定福利費  30 

支払手数料  31 

支払報酬顧問料  19 

地代家賃  35 

租税公課  129 

減価償却費  11 

旅費交通費  26 

採用教育費  38 

業務委託費  17 

連結調整勘定償却額  19 

役員報酬       77百万円

給与手当      306 

賞与引当金繰入額    80 

法定福利費    57 

支払手数料    54 

支払報酬顧問料    32 

地代家賃  85 

貸倒引当金繰入額 23 

租税公課  152 

減価償却費 27 

旅費交通費    44 

採用教育費  44 

業務委託費  99 

連結調整勘定償却額   38 

役員報酬       137百万円

給与手当     437 

賞与 70 

法定福利費 62 

支払手数料  60 

支払報酬顧問料   45 

地代家賃  87 

貸倒引当金繰入額  6 

租税公課      345 

減価償却費  32 

旅費交通費  60 

採用教育費 60 

業務委託費    38 

連結調整勘定償却額 57 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

  

  １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加は、公募増資による18,000株、新株予約権の権利行使による2,596.74株の新

株発行によるものであります。 

 ２．自己株式の増加1.74株は、端株の買取による増加であります。 

  ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．平成16年11月25日決議及び平成17年４月19日決議の新株予約権の増加691.46株は、平成18年５月30日を払込

期日とする一般募集の増資により、新株予約権の目的となる株式の数が調整されたものであります。 

 ２．平成18年３月30日決議の新株予約権の増加614株は、新株予約権の発行によるものであります。 

 ３．当中間連結会計期間の新株予約権の減少2,776.74株は、新株予約権の行使2,596.74株及び新株予約権の権利

放棄180株によるものであります。 

 ４．平成16年11月25日決議、平成17年３月30日決議及び平成18年３月30日決議の新株予約権は行使期間未到来で

あります。 

  ３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 110,661.39 20,596.74 － 131,258.13 

自己株式     

普通株式 1.39 1.74 － 3.13 

区分 
新株予約権の内訳 
（決議年月日） 

新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当中間連結
会計期間末
残高 
（百万円）

前連結会計 
年度末 

当中間連結会
計期間増加 

当中間連結会
計期間減少 

当中間連結会
計期間末 

提出会社

（親会社） 

平成14年５月27日 普通株式 1,132 － 808 324 － 

平成15年３月28日 普通株式 208 － 24 184 － 

平成15年10月16日 普通株式 6,504 － 1,008 5,496 － 

平成16年11月25日 普通株式 10,000 272 － 10,272 － 

平成17年３月30日 普通株式 386 － 23 363 － 

平成17年４月19日 普通株式 13,108.12 419.46 756.74 12,770.84 － 

平成18年３月30日 普通株式 － 614 157 457 － 

合計 － 31,338.12 886 2,776.74 29,447.38 － 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年３月30日 

定時株主総会 
普通株式 165 1,500 平成17年12月31日 平成18年３月31日 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 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 7,722百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△19 

現金及び現金同等物 7,702百万円

現金及び預金   13,521百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
 △19 

現金及び現金同等物  13,501百万円

現金及び預金 6,048百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
 △19 

現金及び現金同等物 6,028百万円

 ※２ 匿名組合出資金は、中間連結貸借対照

表上「投資有価証券」として計上して

おります。 

 ※２       同左 ※２ 匿名組合出資金は、連結貸借対照表上

「投資有価証券」として計上しており

ます。 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．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 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

１．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 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

１．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 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

 工具器具 
 備品 

16 11 5 

合計 16 11 5 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

 工具器具 
 備品 

16 14 2 

合計 16 14 2 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

 工具器具 
 備品 

16 12 4 

合計 16 12 4 

 （注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

 （注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込

み法により算定しておりま

す。 

 （注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額

 １年内 3百万円

 １年超 2  

合計 5  

 １年内 2百万円

 １年超 －  

合計 2  

 １年内 3百万円

 １年超 0  

合計 4  

 （注） 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。 

 （注） 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

 （注） 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 0百万円

 減価償却費 

 相当額 
0  

 支払リース料 1百万円

 減価償却費 

 相当額 
1  

 支払リース料 2百万円

 減価償却費 

 相当額 
2  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

  

  

  

２．      ―― 

  

２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

  １年内 223百万円

 １年超 149  

合計 373  

 １年内 223百万円

 １年超 261  

合計 485  



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 328 363 35 

区分 
前中間連結会計期間末（平成17年６月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 19 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 1,107 1,240 133 

区分 
当中間連結会計期間末（平成18年６月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 437 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 328 493 164 

区分 
前連結会計年度末（平成17年12月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 329 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日） 

 当社グループは、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計が適用されているため開示の対象から除

いております。 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 当社グループは、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計が適用されているため開示の対象から除

いております。 

前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 当社グループは、金利キャップ取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計が適用されている

ため開示の対象から除いております。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

１．ストック・オプションの内容及び規模 

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

  平成18年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 

当社の従業員      55名 

当社子会社の取締役    1名 

当社子会社の従業員   11名 

 ストック・オプションの付与数 普通株式  614株 

 付与日 平成18年３月30日 

 権利確定条件 

 権利行使の時に、当社及び当社の子会社・関連会社の取締

役、監査役、従業員、顧問その他これに準ずる地位にある

こと 

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません 

 権利行使期間 
 平成21年４月１日から 

平成24年３月31日まで 

 権利行使価格      （円） 634,000 

 公正な評価単価（付与日）（円） ― 



（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17年１月１日 至平成17年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

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298百万円であり、その主なものは

当社の管理部門に係る費用であります。 

  

デユーデリ
ジェンス事
業（百万
円） 

アセットマ
ネジメント
事業 
（百万円） 

不動産投資
事業 
（百万円） 

不動産関連
サービス事
業 
（百万円） 

コーポレー
ト関連サー
ビス事業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全
社（百万
円） 

連結 
（百万円） 

売上高                 

１ 外部顧客に対する売

上高 
219 422 1,002 461 499 2,605 - 2,605 

２ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
4 - - - - 4 (4) - 

計 223 422 1,002 461 499 2,610 (4) 2,605 

営業費用 123 119 747 149 206 1,345 298 1,644 

営業利益 100 303 254 312 293 1,264 (303) 960 

デューデリジェンス事業 デューデリジェンス 

アセットマネジメント事業 サービシング（債権回収）アドバイザリー 

不動産投資事業 不動産投資 

不動産関連サービス事業 
プロパティマネジメント、不動産仲介、不動産投資アドバイザリ

ー、不動産関連コンサルティング等 

コーポレート関連サービス事業 企業・事業再生アドバイザリー、ＳＰＣ管理運営業務等 



当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法については、従来、不動産に関わる業務と企業再生に関わる業務というコンセプトで「デ

ューデリジェンス事業」「アセットマネジメント事業」「不動産投資事業」「不動産関連サービス事業」

「コーポレート関連サービス事業」の5事業にセグメントを区分しておりましたが、不動産と金融に関する投

資及びアドバイザリー業務のノウハウを融合して取り組むビジネス機会が多くなってきたことから、現在の

事業を的確に反映するため「プリンシパル投資事業」「ファンド事業」「インベストメントバンキング事

業」の3区分に変更いたしました。 

 各区分に属する主要な事業内容は以下のとおりであります。 

  
プリンシパル投
資事業 
（百万円） 

ファンド事業 
（百万円） 

インベストメン
トバンキング事
業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

１ 外部顧客に対する売上

高 
5,779 864 1,566 8,210 － 8,210 

２ セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － 163 163 (163) － 

計 5,779 864 1,729 8,373 (163) 8,210 

営業費用 4,535 311 479 5,326 320 5,647 

営業利益 1,244 552 1,250 3,047 (483) 2,563 

プリンシパル投資事業 不動産自己投資 債権投資 エクイティ投資 

ファンド事業 
不動産ファンド投資 不動産ファンドアセットマネジメント 

企業再生ファンド投資 企業再生ファンドアセットマネジメント 

インベストメントバンキング事業 
ソリューション ファイナンシャルアドバイザリーサービス 

デューデリジェンス サービシング 不動産仲介 



 なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用い

た事業区分の方法により区分すると次のようになります。 

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日） 

前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

２．「中間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」に記載のとおり、不動産及び債権に係る取

得関連費用については、従来、取得時に費用計上しておりましたが、当中間連結会計期間より取得価額へ計

上する会計処理に変更しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、プリンシパル投資

事業については営業利益が144百万円増加しております。 

３. 当中間連結会計期間における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483百

万円であり、その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。 

  
プリンシパル投
資事業 
（百万円） 

ファンド事業 
（百万円） 

インベストメン
トバンキング事
業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

１ 外部顧客に対する売上

高 
997 525 1,081 2,605 － 2,605 

２ セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － － 

計 997 525 1,081 2,605 － 2,605 

営業費用 769 252 319 1,341 303 1,644 

営業利益 228 273 762 1,264 (303) 960 

  
プリンシパル投
資事業 
（百万円） 

ファンド事業 
（百万円） 

インベストメン
トバンキング事
業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

１ 外部顧客に対する売上

高 
5,602 1,575 1,975 9,152 － 9,152 

２ セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － 19 19 (19) － 

計 5,602 1,575 1,994 9,171 (19) 9,152 

営業費用 4,342 584 777 5,704 635 6,340 

営業利益 1,259 990 1,216 3,466 (654) 2,812 



前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

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655百万円であり、その主なものは

当社の管理部門に係る費用であります。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月１

日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日）において、本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しています。 

  

デユーデリ
ジェンス事
業（百万
円） 

アセットマ
ネジメント
事業 
（百万円） 

不動産投資
事業 
（百万円） 

不動産関連
サービス事
業 
（百万円） 

コーポレー
ト関連サー
ビス事業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全
社（百万
円） 

連結 
（百万円） 

売上高                 

１ 外部顧客に対する売

上高 
419 1,113 5,532 1,175 912 9,152 － 9,152 

２ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
11 － － － － 11 (11) － 

計 430 1,113 5,532 1,175 912 9,163 (11) 9,152 

営業費用 220 413 4,250 365 444 5,696 644 6,340 

営業利益 210 699 1,281 809 467 3,467 (655) 2,812 

デューデリジェンス事業 デューデリジェンス 

アセットマネジメント事業 サービシング（債権回収）アドバイザリー 

不動産投資事業 不動産投資 

不動産関連サービス事業 
プロパティマネジメント、不動産仲介、不動産投資アドバイザリ

ー、不動産関連コンサルティング等 

コーポレート関連サービス事業 企業・事業再生アドバイザリー、ＳＰＣ管理運営業務等 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 当社は、平成16年８月20日付で株式

１株につき４株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間連結会計

期間における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 61,637円56銭

１株当たり中間純利益

金額 
4,603円71銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
3,876円83銭

１株当たり純資産額 21,157円26銭

１株当たり中間純利益

金額 
2,875円65銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額  
2,476円09銭

１株当たり純資産額 131,317円69銭

１株当たり中間 

純利益金額 
9,796円05銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
8,053円36銭

１株当たり純資産額 69,894円50銭

１株当たり当期純利益

金額 
13,070円32銭

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額 
10,615円78銭

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円） 483 1,131 1,379 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
483 1,131 1,379 

普通株式の期中平均株式数（株） 105,038 115,549 105,542 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
      

中間純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（株） 19,694 25,004 24,403 

（うち新株予約権）   (15,588) (12,537) (15,570) 

（うち新株予約権付社債）   (4,106) (12,467) (8,833) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種 

新株予約権の目的とな

る株式の総数  399株 

新株予約権１種 

新株予約権の目的とな

る株式の総数  457株 

新株予約権１種 

新株予約権の目的とな

る株式の総数  386株 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．社債発行の件 

 当社は平成17年7月1日開催の取締役会に

おいて、社債の発行を決議いたしました。 

 当該内容については下記のとおりであり

ます。 

(1) 社債の名称   株式会社リサ・パー 

          トナーズ 第６回無 

          担保社債 

(2) 社債の総額   10億円 

(3) 各社債の金額  ５千万円の１種 

(4) 利率      年0.57％ 

(5) 払込期日    平成17年７月11日 

(6) 利息支払日   毎年1月11日および7 

          月11日 

(7) 定時償還額   額面100,000,000円 

(8) 償還期日    平成20年７月11日 

(9) 保証人     株式会社りそな銀 

          行：保証割合100％ 

(10)資金使途    事業資金に充当する 

  

２． サイプレス・グローブ・インターナシ

ョナル（ソロス・リアルエステート・イ

ンベスターズの後継ファンド）との業務

提携引継の件 

 当社は、平成17年7月14日開催の取締

役会決議に基づき、ソロス・リアルエス

テート・インベスターズの運用を担当す

るグローブ・インターナショナル・パー

トナーズ（旧ソロス・リアルエステー

ト・パートナーズ）が、新たにサイプレ

ス・グローブ・インターナショナル（以

下“サイプレス”という）をファンド組

成したことに伴い、ソロス・リアルエス

テート・インベスターズとの間で締結し

ていた業務提携契約をサイプレスとの間

でも締結いたしました。 

 これは、グローブ・インターナショナ

ル・パートナーズの主たる投資活動が今

後サイプレスを通じて行われることに伴

うもので、投資条件等の変更はありませ

ん。 

― １．ストックオプションとして新株予約権を

発行する件 

 当社は、平成18年2月13日付の取締役会

において、平成18年3月30日開催の定時株

主総会の決議に基づき、当社ならびに当社

の子会社及び関連会社の取締役、監査役、

従業員及び入社内定者に対し、商法第280

条ノ20および第280条ノ21の規定に基づ

き、以下の要領によりストックオプション

として新株予約権を発行することを決議し

ております。 

(1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び 

    数 

    当社普通株式650株を上限とする。 

(2) 発行する新株予約権の総数 

    650個を上限とする。 

(3) 新株予約権の発行価額 

    無償とする。 

(4) 新株予約権行使時の払込金額 

     新株予約権の行使に際して払込をな 

   すべき１株当たりの金額（以下「払込 

   金額」という。）は、新株予約権を発 

   行する日の属する月の前月の各日（取 

   引が成立していない日を除く。）の東 

   京証券取引所における当社普通株式の 

   普通取引の終値の平均値とし、1円未満 

   の端数は切り上げる。ただし、その価 

   額が新株予約権発行の日の終値（取引 

   が成立しない場合はそれに先立つ直近 

   日の終値）を下回る場合は、当該終値 

   とする。 

(5) 新株予約権の権利行使期間 

    平成21年4月1日から 

    平成24年3月31日まで 

(6) 新株予約権の行使の条件 

   ① 新株予約権の割当を受けた者（以下 

     「新株予約権者」という。）は、権 

      利行使時において当社並びに当社の 

      子会社及び関連会社の取締役または 

      従業員、監査役或いは顧問その他こ 

      れに準じる地位を保有している場合 

      に限り新株予約権を行使することが 

      できる。 

   ② 新株予約権者が新株予約権の行使期 

      間到来後に死亡した場合、その者の 

      相続人は新株予約権を行使すること 

      ができる。 

   ③ その他の条件は、株主総会決議およ 

      び取締役会決議に基づき、当社と新 

      株予約権者との間で締結する「新株 

      予約権割当契約書」に定めるところ 

      による。 

  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

   

  

２．シンジケートローンによる長期資金調達

の件 

 当社は平成18年３月20日付で、株式会社

りそな銀行をアレンジャーとして、下記の

とおりシンジケート方式によるタームロー

ン契約を締結しております。 

シンジケートローンの概要 

(1) 契約金額   31億円 

(2) 契約締結日  平成18年３月20日 

(3) 借入実行日  平成18年３月24日 

(4) 借入期間   ５年間 

(5) 借入形態   タームローン 

(6) 資金使途   長期事業資金 

(7) アレンジャー 株式会社りそな銀行 

(8) エージェント 株式会社りそな銀行 

(9) 参加金融機関 株式会社りそな銀行 

         株式会社大東銀行 

         株式会社第四銀行 

         株式会社佐賀共栄銀行 

         株式会社伊予銀行 

         株式会社愛知銀行 

         株式会社中京銀行 

         株式会社愛媛銀行 

         株式会社岐阜銀行 

         株式会社西京銀行 

     (10)担  保   なし 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

    ３．株式会社國場組との覚書締結及び貸付債

権取得の件 

 当社は、株式会社國場組（沖縄県）との間

で、同社グループが手掛ける建設事業、流

通・サービス事業の成長加速と財務基盤強化

に関し、共同で推進していくことに合意致し

ました。また、同社グループの財務基盤強化

に向けた取り組みの一環として、金融機関が

保有する同社グループ向け貸付債権を取得致

しました。 

  

 覚書の概要 

 当社は、株式会社國場組が手掛ける建設事

業、流通・サービス事業（映画興行、外食、

飲料販売、燃料販売、保険販売、砕石・火薬

類販売等）の成長加速と財務基盤強化を図る

ため、当社が有する投資銀行業務に関するノ

ウハウ、経験、ネットワーク等を統合的に活

用し、全面的に同社を支援致します。今後、

具体的な事業成長計画、財務基盤強化の方策

に関して、同社と緊密に連携し合いつつ詳細

を固める予定です。 

  

 同社向け債権の取得 

 当社は、同社グループの財務基盤強化を図

ることを目的に、平成18年３月17日及び３月

24日付で、当社組成のＳＰＣ（特別目的会

社）において、同社取引金融機関が有する同

社グループ向け貸付債権を取得致しました。

当社のＳＰＣ向け出資金額は合計で約148億

円となっております。 

 また、これに関連して、当社及びＳＰＣは

金融機関等より借入金を調達しております。

なお、当社は当該ＳＰＣに対し過半を出資し

ていることから、ＳＰＣの財産のうち当社の

持分割合に相当する部分を当社の資産及び負

債として貸借対照表に計上することとしてお

ります。このため、上記の貸付債権の取得に

関連する金融機関等からの借入金237億円

（当社及びＳＰＣにおける当社の持分割合相

当額の合計）が当社の貸借対照表に計上され

ます。  

  

株式会社國場組の概要 

(1) 商号   株式会社國場組 

(2) 事業内容 建設事業、流通・サービス業 

(3) 設立   昭和43年（昭和６年創業） 

(4) 所在地  沖縄県那覇市 

(5) 代表者  代表取締役社長 國場幸一 

(6) 資本金  20億2,781万円 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     7,497 12,375   5,765 

２．売掛金     300 442   657 

３．たな卸資産 ※２   4,114 13,592   7,091 

４．買取債権 ※２   4,393 35,130   7,586 

５．繰延税金資産     62 110   72 

６．その他     633 1,253   703 

貸倒引当金     △6 △36   △13 

流動資産合計     16,995 71.5 62,868 79.5   21,863 71.4

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１         

１．建物 ※２   310 1,085   332 

２．工具、器具及び
備品 

    336 368   362 

３．土地 ※２   1,261 3,549   1,261 

有形固定資産合計     1,908 8.0 5,004 6.3   1,956 6.4

(2）無形固定資産           

１．ソフトウェア     4 3   3 

無形固定資産合計     4 0.0 3 0.0   3 0.0

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券     3,323 7,727   4,472 

２．関係会社株式     1,254 1,567   1,315 

３．繰延税金資産     ― 167   ― 

４．その他     295 1,747   997 

投資その他の資産
合計 

    4,873 20.5 11,209 14.2   6,785 22.2

固定資産合計     6,785 28.5 16,216 20.5   8,745 28.6

資産合計     23,780 100.0 79,084 100.0   30,608 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金     2 ―   6 

２．短期借入金 ※２   5,633 26,549   6,650 

３．未払法人税等     395 953   836 

４．賞与引当金     76 85   ― 

５．その他     1,096 2,866   2,220 

流動負債合計     7,203 30.3 30,455 38.5   9,715 31.8

Ⅱ 固定負債           

  １．社債     5,715 5,965   6,680 

２．長期借入金 ※２   4,255 25,272   6,335 

３．繰延税金負債     10 ―   62 

４．その他     133 444   121 

固定負債合計     10,114 42.5 31,681 40.1   13,199 43.1

負債合計     17,318 72.8 62,136 78.6   22,914 74.9

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     2,346 9.9 ― ―   2,471 8.1

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   2,483   ― 2,608   

資本剰余金合計     2,483 10.4 ― ―   2,608 8.5

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   9   ― 9   

２．中間（当期）未処
分利益 

  1,601   ― 2,507   

利益剰余金合計     1,610 6.8 ― ―   2,516 8.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金  

    20 0.1 ― ―   97 0.3

Ⅴ 自己株式     ― ― ― ―   △0 △0.0

資本合計     6,461 27.2 ― ―   7,694 25.1

負債及び資本合計     23,780 100.0 ― ―   30,608 100.0 

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     ― ― 6,749 8.5   ― ―

２．資本剰余金           

（1）資本準備金   ―   6,886 ―   

 資本剰余金合計     ― ― 6,886 8.7   ― ―

３．利益剰余金           

（1）利益準備金   ―   9 ―   

    (2) その他利益 
     剰余金 

  ―   ― ―   

    繰越利益剰余金   ―   3,225 ―   

 利益剰余金合計     ― ― 3,234 4.1   ― ―

４．自己株式     ― ― △1 △0.0   ― ―

  株主資本合計     ― ― 16,869 21.3   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    ― 79   ― 

 評価・換算差額等合計     ― ― 79 0.1   ― ―

 純資産合計     ― ― 16,948 21.4   ― ―

 負債純資産合計     ― ― 79,084 100.0   ― ―

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     2,477 100.0 7,665 100.0   8,690 100.0 

Ⅱ 売上原価     821 33.1 4,229 55.2   4,383 50.4

売上総利益     1,656 66.9 3,436 44.8   4,306 49.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    666 26.9 1,081 14.1   1,449 16.7

営業利益     990 40.0 2,354 30.7   2,857 32.9

Ⅳ 営業外収益 ※１   18 0.7 28 0.4   29 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２   175 7.1 861 11.2   397 4.6

経常利益     832 33.6 1,522 19.9   2,489 28.6

Ⅵ 特別損失 ※３   - - ― ―   88 1.0

税引前中間（当
期）純利益 

    832 33.6 1,522 19.9   2,401 27.6

法人税、住民税及
び事業税 

  372   893 1,045   

法人税等調整額   △29 343 13.8 △255 638 8.3 △39 1,005 11.5

中間（当期）純利
益 

    489 19.8 884 11.5   1,395 16.1

前期繰越利益     1,111 ―   1,111 

中間（当期）未処
分利益 

    1,601 ―   2,507 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

純資産合計

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式
株主資本
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

資本 
準備金 

利益 
準備金 

その他利

益剰余金 利益剰余
金合計 繰越利益

剰余金 

平成17年12月31日 残高 

（百万円） 
2,471 2,608 9 2,507 2,516 △0 7,596 97 7,694 

中間会計期間中の変動額          

新株の発行（百万円） 4,277 4,277 ― ― ― ― 8,555 ― 8,555 

剰余金の配当（百万円） ― ― ― △165 △165 ― △165 ― △165 

中間純利益（百万円） ― ― ― 884 884 ― 884 ― 884 

自己株式の取得（百万円） ― ― ― ― ― △1 △1 ― △1 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

（百万円） 

― ― ― ― ― ― ― △18 △18 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
4,277 4,277 ― 718 718 △1 9,272 △18 9,253 

平成18年６月30日 残高 

（百万円） 
6,749 6,886 9 3,225 3,234 △1 16,869 79 16,948 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社出資金及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式、子会社出資金及

び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式、子会社出資金及

び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております 

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（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

を採用しております 

 時価のないもの  

移動平均法による原価法を採

用しております。ただし匿名

組合出資金は個別法によって

おり、詳細は「５.(2) 匿名組

合出資金の会計処理」に記載

しております。 

時価のないもの  

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

販売用不動産、不動産事業支

出金及び未成業務支出金 

個別法による原価法を採用し

ております。 

(2）たな卸資産 

販売用不動産、不動産事業支

出金及び未成業務支出金 

同左 

(2）たな卸資産 

販売用不動産、不動産事業支

出金及び未成業務支出金 

同左 

 貯蔵品 

最終仕入原価法を採用してお

ります。 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、建物については定額

法を採用しております。 

主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物      ３年～30年 

工具、器具及び備品 

３年～８年  

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における見込

利用可能期間（３年）に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

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 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額のう

ち当中間連結会計期間の負担

額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

    同左 

―― 

４．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用し

ております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

金利スワップ 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

    (ヘッジ手段) 

同左 

 (ヘッジ対象) 

借入金 

(ヘッジ対象) 

         同左 

    (ヘッジ対象) 

         同左 

 (3）ヘッジ方針 

金利の市場変動によるリスク

を回避するためにデリバティ

ブ取引を利用しており、投機

目的のものはありません。 

(3）ヘッジ方針 

     同左 

 (3）ヘッジ方針 

 同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時及びそ

の後も継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完

全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジ有

効性の判定は省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

     同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左  

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっており、資産に係

る控除対象外消費税等は長期

前払消費税等（投資その他の

資産の「その他」に含む）に

計上し、５年間で均等償却を

行っております。 

(1）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方

式によっており、資産に係る

控除対象外消費税等は長期前

払消費税等（投資その他の資

産の「その他」に含む）に計

上し、５年間で均等償却を行

っております。 

（追加情報） 

従来、資産に係る控除対象外

消費税等は発生していません

でしたが、当事業年度中に控

除対象外消費税等が新たに発

生したことから上記会計処理

を採用することとしました。 

  (2) 匿名組合出資金の会計処理 

 匿名組合への出資に際して

は、匿名組合財産の持分割合

相当額を「投資有価証券」に

計上しております。 

 匿名組合から分配された損

益については、「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、営業

者からの出資金の払戻しにつ

いては「投資有価証券」を減

額させております。 

 ただし、当社または当社及

び関係会社の匿名組合に対す

る出資比率が50％超の場合に

は、匿名組合財産のうち当社

の持分割合に相当する部分

を、出資者である当社の資産

及び負債として中間貸借対照

表に計上し、中間損益計算書

についても同様に処理してお

ります。 

(2) 匿名組合出資金の会計処理 

 匿名組合への出資に際して

は、匿名組合財産の持分割合

相当額を「投資有価証券」に

計上しております。 

 匿名組合から分配された損

益については、「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、営業

者からの出資金の払戻しにつ

いては「投資有価証券」を減

額させております。 

 ただし、買取債権等の特定

の財産への投資に係る匿名組

合出資金のうち、当社または

当社及び関係会社の匿名組合

に対する出資比率が50％超の

場合には、匿名組合財産のう

ち当社の持分割合に相当する

部分を、出資者である当社の

資産及び負債として中間貸借

対照表に計上し、中間損益計

算書についても同様に処理し

ております。 

(2) 匿名組合出資金の会計処理 

 匿名組合への出資に際して

は、匿名組合財産の持分割合

相当額を「投資有価証券」に

計上しております。 

匿名組合から分配された損益

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、営業者

からの出資金の払戻しについ

ては「投資有価証券」を減額

させております。 

 ただし、買取債権等の特定

の財産への投資に係る匿名組

合出資金のうち、当社または

当社及び関係会社の匿名組合

に対する出資比率が50％超の

場合には、匿名組合財産のう

ち当社の持分割合に相当する

部分を、出資者である当社の

資産及び負債として貸借対照

表に計上し、損益計算書につ

いても同様に処理しておりま

す。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 （追加情報） 

 従来、上記処理は営業者で

ある一つの有限会社に複数の

異なる出資比率の匿名組合が

組成されることが予定されて

いるものに限定しておりまし

たが、当中間会計期間におい

て一営業者に対し一匿名組合

の場合においても上記出資比

率の条件を満たすものが新た

に組成されました。この場合

についても同様の処理によっ

ております。 

 また、事業再生投資を目的

とする匿名組合で当社または

当社及び関係会社の匿名組合

に対する出資比率が50％超の

場合については、事業再生投

資の成果を財務諸表に適切に

反映させるために、上記の会

計処理を採用せず、原則的な

会計処理方法によることとし

ております。 

（追加情報） 

 従来、上記処理は営業者で

ある一つの有限会社に複数の

異なる出資比率の匿名組合が

組成されることが予定されて

いるものに限定しておりまし

たが、当事業年度において一

営業者に対し一匿名組合の場

合においても上記出資比率の

条件を満たすものが新たに組

成されました。この場合につ

いても同様の処理によってお

ります。 

 また従来、当社または当社

及び関係会社の匿名組合に対

する出資比率が50％超の匿名

組合としては、買取債権等の

特定の財産への投資を対象と

する匿名組合のみが組成され

ておりましたが、当事業年度

において事業再生投資を目的

とする匿名組合で当社または

当社及び関係会社の匿名組合

に対する出資比率が50％超の

匿名組合が組成されました。

この場合については、事業再

生投資の成果を財務諸表に適

切に反映させるために、上記

ただし書きの会計処理を採用

せず、原則的な会計処理方法

によることとしております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

―― １．固定資産の減損に係る会計基準 

当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に係る意見書」（企業会

計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

これによる当中間会計期間の損益に与え

る影響はありません。 

  

２．貸借対照表の純資産の表示に関 する

会計基準 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の

純資産の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及

び「貸借対照表の純資産の表示に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

16,948百万円であります。 

なお、中間財務諸表規則の改正により当

中間会計期間における中間貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中間財

務諸表規則により作成しております。 

  

３．不動産及び債権に係る取得関連費用の

計上方法の変更 

不動産及び債権に係る取得関連費用につ

いては、従来、取得時に費用計上してお

りましたが、不動産・債権への投資機会

及び投資金額の大幅な拡大に伴い、投資

案件に係る収益・費用を的確に捉え、よ

り適正な期間損益を財務諸表に反映させ

る必要が高まってきたことから、当中間

会計期間より不動産及び債権の取得価額

へ計上する会計処理に変更しておりま

す。 

この変更により、当中間会計期間におい

ては、従来の方法によった場合に比べ、

営業利益、経常利益及び税引前中間純利

益が144百万円、中間純利益が85百万円

増加しております。 

―― 



表示方法の変更  

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

（中間貸借対照表） 

１. 前事業年度の下期において、証券取引法及び証券

取引法施行例が改正され、一定の匿名組合契約上の

権利は証券取引法上の投資有価証券として取り扱わ

れることとなったため、「匿名組合出資金」のうち

証券取引法上の有価証券に該当するもの（当中間会

計期間末2,941百万円）については、当中間会計期間

より、投資その他の資産の「投資有価証券」として

表示しております。 

 なお、前事業年度末の「匿名組合出資金」のうち

証券取引法上の有価証券に該当するもの（107百万

円）は、投資その他の資産の「その他」に表示して

おります。 

２．前中間期まで投資その他の資産の「その他」に含め

ておりました「関係会社株式」は、当中間会計期間に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しております。 

なお、前中間期末の「関係会社株式」は114百万円で

あります。 

  

 （中間貸借対照表） 

  前中間会計期間まで、旧有限会社法に規定する有限

会社に対する出資持分は、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が、会社法及び会社

法の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律第２条

第２項により、その持分が有価証券（株式）とみなさ

れることとなったため、当中間会計期間より投資その

他の資産の「関係会社株式」に含めて表示しておりま

す。なお、当中間会計期間末の「関係会社株式」に含

めた有限会社に対する持分は、42百万円であります。 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法） 

  「地方税法の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示方法について

の実務上の取扱い」（平成16年2月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割について

は販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が11百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が11百万

円減少しております。 

―― 

 

（法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法） 

 「地方税法の一部を改正する法律」

（平成15年法律第9号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴

い、当事業年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算

書上の表示方法についての実務上の

取扱い」（平成16年2月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12

号）に基づき、法人事業税の付加価

値割及び資本割については販売費及

び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

27百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が27百万円

減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 

79百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 

79百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 

77百万円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

たな卸資産 2,411百万円

建物  263 

土地  1,261 

計 3,936百万円

たな卸資産   10,309百万円

買取債権 27,017 

建物  1,018 

土地        3,549 

計   41,894 百万円

たな卸資産 5,038百万円

建物       258 

土地         1,261 

計 6,558百万円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 2,226百万円

長期借入金  1,134 

計 3,361百万円

短期借入金 17,903百万円

長期借入金  11,668 

計 29,571百万円

短期借入金 3,982百万円

長期借入金          2,071 

計 6,053百万円

―― ３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の当社が出資する不動産投資ファ

ンドおよび再生支援プロジェクト推進

にあたり、金融機関等からの借入に対

し債務保証を行っております。 

保証先 金額（百万円） 

アゼリアオーワン

特定目的会社 

 58 

㈲港オーワン 127 

㈱國場組 230 

計 416 

３ 偶発債務 

 債務保証 

 次の当社が出資する不動産投資ファ

ンドについて、金融機関等からの借入

に対し債務保証を行っております。 

保証先 金額（百万円） 

アゼリアオーワン

特定目的会社 

682 

㈲港オーワン 310 

計 993 

  ４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

 ４ 消費税等の取扱い 

同左 

―― 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

賃貸収益 12百万円 受取利息  12百万円 賃貸収益 21百万円

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 85百万円

社債発行費 39百万円

融資手数料 37百万円

支払利息 413百万円

融資手数料 389百万円

新株発行費 43百万円

支払利息 220百万円

社債発行費 80百万円

融資手数料 37百万円

※３        ―― ※３        ――  ※３ 特別損失の内訳 

  社屋移転費用 88百万円

 ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 15百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産  15百万円

無形固定資産  0百万円

有形固定資産   33百万円

無形固定資産  1百万円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の増加1.74株は、端株の買取による増加であります。 

（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 

 当中間会計期間において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 

 当中間会計期間において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度末（平成17年12月31日現在） 

 当事業年度において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

自己株式         

普通株式 1.39 1.74 ― 3.13 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  該当事項はありません。 １．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 

該当事項はありません。 

１．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 

該当事項はありません。 

  ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  １年内 223百万円

 １年超 149  

合計 373  

 １年内 223百万円

 １年超 261  

合計 485  



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 当社は、平成16年８月20日付で株式

１株につき４株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 61,161円83銭

１株当たり中間純利益

金額 
4,661円61銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
3,925円58銭

１株当たり純資産額 20,528円53銭

１株当たり中間純利益

金額 
2,645円66銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
2,278円06銭

１株当たり純資産額 129,123円23銭

１株当たり中間純利益

金額 
7,651円23銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
6,290円10銭

  

１株当たり純資産額 69,531円21銭

１株当たり当期純利益

金額 
13,223円26銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
10,740円00銭

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円） 489 884 1,395 

普通株主に帰属しない金額（百万

円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
489 884 1,395 

普通株式の期中平均株式数（株） 105,038 115,549 105,542 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
      

中間純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（株） 19,694 25,004 24,403 

（うち新株予約権）   (15,588) (12,537)  (15,570)  

（うち新株予約権付社債）   (4,106) (12,467)  (8,833)  

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種 

新株予約権の目的とな

る株式の総数  399株 

新株予約権１種 

新株予約権の目的とな

る株式の総数  457株 

新株予約権１種 

新株予約権の目的とな

る株式の総数  386株 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．社債発行の件 

 当社は平成17年7月1日開催の取締役会に

おいて、社債の発行を決議いたしました。 

 当該内容については下記のとおりであり

ます。 

(1) 社債の名称   株式会社リサ・パー 

          トナーズ 第６回無 

          担保社債 

(2) 社債の総額   10億円 

(3) 各社債の金額  ５千万円の１種 

(4) 利率      年0.57％ 

(5) 払込期日    平成17年７月11日 

(6) 利息支払日   毎年1月11日および7 

          月11日 

(7) 定時償還額   額面100,000,000円 

(8) 償還期日    平成20年７月11日 

(9) 保証人     株式会社りそな銀 

          行：保証割合100％ 

(10)資金使途    事業資金に充当する 

  

２． サイプレス・グローブ・インターナシ

ョナル（ソロス・リアルエステート・イ

ンベスターズの後継ファンド）との業務

提携引継の件 

 当社は、平成17年7月14日開催の取締

役会決議に基づき、ソロス・リアルエス

テート・インベスターズの運用を担当す

るグローブ・インターナショナル・パー

トナーズ（旧ソロス・リアルエステー

ト・パートナーズ）が、新たにサイプレ

ス・グローブ・インターナショナル（以

下“サイプレス”という）をファンド組

成したことに伴い、ソロス・リアルエス

テート・インベスターズとの間で締結し

ていた業務提携契約をサイプレスとの間

でも締結いたしました。 

 これは、グローブ・インターナショナ

ル・パートナーズの主たる投資活動が今

後サイプレスを通じて行われることに伴

うもので、投資条件等の変更はありませ

ん。 

―― １．ストックオプションとして新株予約権を

発行する件 

 当社は、平成18年2月13日付の取締役会に

おいて、平成18年3月30日開催の定時株主

総会の決議に基づき、当社ならびに当社の

子会社及び関連会社の取締役、監査役、従

業員及び入社内定者に対し、商法第280条

ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、

以下の要領によりストックオプションとし

て新株予約権を発行することを決議してお

ります。 

(1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び 

    数 

    当社普通株式650株を上限とする。 

(2) 発行する新株予約権の総数 

    650個を上限とする。 

(3) 新株予約権の発行価額 

    無償とする。 

(4) 新株予約権行使時の払込金額 

     新株予約権の行使に際して払込をな 

   すべき１株当たりの金額（以下「払込 

   金額」という。）は、新株予約権を発 

   行する日の属する月の前月の各日（取 

   引が成立していない日を除く。）の東 

   京証券取引所における当社普通株式の 

   普通取引の終値の平均値とし、1円未満 

   の端数は切り上げる。ただし、その価 

   額が新株予約権発行の日の終値（取引 

   が成立しない場合はそれに先立つ直近 

   日の終値）を下回る場合は、当該終値 

   とする。 

(5) 新株予約権の権利行使期間 

    平成21年4月1日から 

    平成24年3月31日まで 

(6) 新株予約権の行使の条件 

   ① 新株予約権の割当を受けた者（以下 

     「新株予約権者」という。）は、権 

      利行使時において当社並びに当社の 

      子会社及び関連会社の取締役または 

      従業員、監査役或いは顧問その他こ 

      れに準じる地位を保有している場合 

      に限り新株予約権を行使することが 

      できる。 

   ② 新株予約権者が新株予約権の行使期 

      間到来後に死亡した場合、その者の 

      相続人は新株予約権を行使すること 

      ができる。 

   ③ その他の条件は、株主総会決議およ 

      び取締役会決議に基づき、当社と新 

      株予約権者との間で締結する「新株 

      予約権割当契約書」に定めるところ 

      による。 

  

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  ２．シンジケートローンによる長期資金調達

の件 

 当社は平成18年３月20日付で、株式会社

りそな銀行をアレンジャーとして、下記の

とおりシンジケート方式によるタームロー

ン契約を締結しております。 

シンジケートローンの概要 

(1) 契約金額   31億円 

(2) 契約締結日  平成18年３月20日 

(3) 借入実行日  平成18年３月24日 

(4) 借入期間   ５年間 

(5) 借入形態   タームローン 

(6) 資金使途   長期事業資金 

(7) アレンジャー 株式会社りそな銀行 

(8) エージェント 株式会社りそな銀行 

(9) 参加金融機関 株式会社りそな銀行 

         株式会社大東銀行 

         株式会社第四銀行 

         株式会社佐賀共栄銀行 

         株式会社伊予銀行 

         株式会社愛知銀行 

         株式会社中京銀行 

         株式会社愛媛銀行 

         株式会社岐阜銀行 

         株式会社西京銀行 

     (10)担  保   なし 

シンジケートローンによる資金調達 

 今般のシンジケートローンは、不動産共

同投資や地域企業再生支援ファンドの展開

に欠かせない中長期の資金需要を支えると

ともに、全国の地域金融機関とのリレーシ

ョンシップを更に拡大強化することを目的

としております。 

  

３．株式会社リファス設立の件 

 当社は、これまで培ってきたデューデリジ

ェンスや企業再生計画策定等のターンアラウ

ンド、財務やオペレーションに関するコンサ

ルティング、Ｍ＆Ａアドバイザリー機能を集

約し、ファイナンシャルアドバイザリーサー

ビス会社「株式会社リファス」を設立し、平

成18年1月より事業開始致しました。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

     これに伴い、従来当社で行っていたデュー

デリジェンス業務及びコーポレート関連サー

ビス事業のうちコンサルティング業務等一部

の業務については、今後株式会社リファスに

て業務を行います。なお、当事業年度におけ

るデューデリジェンス業務に係る売上高は

430百万円であります。 

 株式会社リファスの概要 

 ① 名称     株式会社リファス 

 ② 代表者    代表取締役社長  

          井無田敦 

 ③ 本店所在地  東京都港区赤坂 

          一丁目11番44号 

 ④ 事業開始年月 平成18年1月 

 ⑤ 主な事業内容 債権・不動産・財務デュ

ーデリジェンス業務、タ

ーンアラウンド業務、Ｍ

＆Ａアドバイザリー業

務、株式上場支援業務等 

 ⑥ 決算期    12月 

 ⑦ 資本の額   100百万円 

 ⑧ 株主構成   当社100％ 

 ⑨ その他    同社設立にあたっては、

平成15年6月設立の有限会

社シデナムヒル（出資金

３百万円）を増資すると

ともに、組織変更致しま

した。 

     ４．やしお債権回収株式会社の買収に伴う

業務移管の件 

 当社は、従来持分法適用関連会社であるア

イ・アール債権回収株式会社に委託していた

債権管理回収業務について、平成17年4月の

やしお債権回収株式会社買収以降、グループ

内の業務再編に伴い、当社連結子会社である

やしお債権回収株式会社へ順次業務移管を進

めてまいりました。 

 アイ・アール債権回収株式会社に対しては

業務委託契約に基づき人的支援、マーケティ

ング支援、担保不動産管理のためのシステム

提供等の支援を行い、業務受託料収入を得て

おりますが、当該契約は平成18年3月をもっ

て終了する予定であるため、次期以降アイ・

アール債権回収株式会社からの業務受託料収

入は減少する見込であります（当事業年度に

おける同収入は694百万円）。 

 なお、やしお債権回収株式会社との間は、

同様の契約は締結しておりません。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

    ５．株式会社國場組との覚書締結及び貸付債

権取得の件 

 当社は、株式会社國場組（沖縄県）との間

で、同社グループが手掛ける建設事業、流

通・サービス事業の成長加速と財務基盤強化

に関し、共同で推進していくことに合意致し

ました。また、同社グループの財務基盤強化

に向けた取り組みの一環として、金融機関が

保有する同社グループ向け貸付債権を取得致

しました。 

  

 覚書の概要 

 当社は、株式会社國場組が手掛ける建設事

業、流通・サービス事業（映画興行、外食、

飲料販売、燃料販売、保険販売、砕石・火薬

類販売等）の成長加速と財務基盤強化を図る

ため、当社が有する投資銀行業務に関するノ

ウハウ、経験、ネットワーク等を統合的に活

用し、全面的に同社を支援致します。今後、

具体的な事業成長計画、財務基盤強化の方策

に関して、同社と緊密に連携し合いつつ詳細

を固める予定です。 

  

 同社向け債権の取得 

 当社は、同社グループの財務基盤強化を図

ることを目的に、平成18年３月17日及び３月

24日付で、当社組成のＳＰＣ（特別目的会

社）において、同社取引金融機関が有する同

社グループ向け貸付債権を取得致しました。

当社のＳＰＣ向け出資金額は合計で約148億

円となっております。 

 また、これに関連して、当社及びＳＰＣは

金融機関等より借入金を調達しております。

なお、当社は当該ＳＰＣに対し過半を出資し

ていることから、ＳＰＣの財産のうち当社の

持分割合に相当する部分を当社の資産及び負

債として貸借対照表に計上することとしてお

ります。このため、上記の貸付債権の取得に

関連する金融機関等からの借入金237億円

（当社及びＳＰＣにおける当社の持分割合相

当額の合計）が当社の貸借対照表に計上され

ます。  

  

株式会社國場組の概要 

(1) 商号   株式会社國場組 

(2) 事業内容 建設事業、流通・サービス業 

(3) 設立   昭和43年（昭和６年創業） 

(4) 所在地  沖縄県那覇市 

(5) 代表者  代表取締役社長 國場幸一 

(6) 資本金  20億2,781万円 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第８期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月31日関東財務局長に提出 

(2) 有価証券届出書（一般募集による増資）及びその添付書類    

    平成18年５月12日関東財務局長に提出 

(3) 有価証券届出書（第三者割当増資）及びその添付書類    

    平成18年５月12日関東財務局長に提出 

(4) 有価証券届出書の訂正届出書    

    平成18年５月22日関東財務局長に提出 

   平成18年５月12日提出の有価証券届出書（一般募集による増資）に係る訂正届出書であります。 

(5) 有価証券届出書の訂正届出書    

    平成18年５月22日関東財務局長に提出 

   平成18年５月12日提出の有価証券届出書（第三者割当増資）に係る訂正届出書であります。 

(6) 臨時報告書 

   平成18年６月８日関東財務局長に提出 

   証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第第２項第４号（主要株主の移動） 

   の規定に基づく臨時報告書であります。 

(7) 臨時報告書 

   平成18年８月11日関東財務局長に提出 

   証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第第２項第４号（主要株主の移動） 

   の規定に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年９月１４日

株式会社 リサ・パートナーズ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リサ・パー

トナーズの平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年１月１日から平成

１７年６月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及

び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社リサ・パートナーズ及び連結子会社の平成１７年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計

期間（平成１７年１月１日から平成１７年６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象 に「１．社債発行の件」および「２．サイプレス・グローブ・インターナショナルとの業務提携引継の件」に関す

る記載がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  新 田  誠 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  石 井  哲 也 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２１日

株式会社リサ・パートナーズ 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リサ・パートナ

ーズの平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年１月１日から平成１８

年６月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算

書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの

責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株

式会社リサ・パートナーズ及び連結子会社の平成１８年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 
  
追記情報 

１．「中間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」２．に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間よ

り、「貸借対照表の純資産の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の表示に関する会計基準の適用指針」を適用し

て、中間連結財務諸表を作成している。 

２．「中間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」３．に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間よ

り、不動産及び債権に係る取得関連費用の計上方法を変更した。 

３．「セグメント情報」の「事業の種類別セグメント情報」に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より、事業区分の

方法を変更した。 
  
会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 田   誠 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 石 井 哲 也 

優 成 監 査 法 人 

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 渡 邊 芳 樹 

      

  業務執行社員 公認会計士 鶴 見   寛 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年９月１４日

株式会社 リサ・パートナーズ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リサ・パー

トナーズの平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成１７年１月１日から平成１

７年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社リサ・パートナーズの平成１７年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年１月１日から平

成１７年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象 に「１．社債発行の件」および「２．サイプレス・グローブ・インターナショナルとの業務提携引継の件」に関す

る記載がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  新 田  誠 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  石 井  哲 也 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２１日

株式会社リサ・パートナーズ 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リサ・パートナ

ーズの平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年

６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監

査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社リ

サ・パートナーズの平成１８年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年１月１日から平成１

８年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」２．に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より、「貸借

対照表の純資産の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の表示に関する会計基準の適用指針」を適用して、中間財

務諸表を作成している。 

２．「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」３．に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より、不動産

及び債権に係る取得関連費用の計上方法を変更した。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  新 田   誠 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  石 井 哲 也 

優 成 監 査 法 人 

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士  渡 邊 芳 樹 

      

  業務執行社員 公認会計士  鶴 見   寛 
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