
   

  

  

【表紙】   

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月26日 

【中間会計期間】 第83期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

【会社名】 アセット・インベスターズ株式会社 

【英訳名】 Asset Investors Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  若 山 健 彦 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 

【電話番号】 (03)3502－4910(代表) 

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 鷲 謙 太 郎 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 

【電話番号】 (03)3502－4910(代表) 

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 鷲 謙 太 郎 

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所 

   (福岡市中央区天神２丁目14番２号) 

  株式会社大阪証券取引所 

   (大阪市中央区北浜１丁目８番16号) 



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】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用
しております。 

３ 第81期中間連結会計期間は中間貸借対照表のみが連結対象であり、中間連結損益計算書は作成していないため、売上高等
の連結経営成績、1株当たり中間純利益、潜在株式調整後１株当たり中間純利益、中間連結キャッシュ・フローの状況に
ついては記載しておりません。 

４ 第81期、第82期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、希薄化効果を有してい
る潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

    ５  従業員数は就業人員数を表示しております。 
     

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (千円) ― 3,352,109 4,698,561 2,610,694 8,264,141

経常利益 (千円) ― 731,268 1,506,254 934,789 1,958,250

中間(当期)純利益 (千円) ― 394,977 943,398 586,598 1,159,107

純資産額 (千円) 5,913,391 9,012,218 12,757,414 6,296,588 10,766,321

総資産額 (千円) 9,490,016 18,042,795 26,633,868 11,492,841 23,294,630

１株当たり純資産額 (円) 166.93 225.81 136.06 177.79 131.02

１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) ― 10.55 11.48 17.59 14.26

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

(円) ― ― 10.26 ― 14.13

自己資本比率 (％) 62.3 49.9 42.0 54.8 46.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △4,087,854 494,101 △3,901,287 △6,660,662

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △564,326 △1,662,029 171,830 △1,058,980

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 5,740,293 1,494,213 3,591,366 9,629,140

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) ― 1,944,733 3,773,674 852,208 2,775,012

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 81 
119
(202)

169
(255)

103 
(176)

161
(266)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 
２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用
しております。 

３ 82期中間会計期間以前については潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、希薄化効果を有する潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 

    ４  従業員数は就業人員数を表示しております。 
５ 持分法を適用した場合の投資利益については、連結財務諸表を作成することとなったため記載を省略しております。 
６ 第81期から連結財務諸表を作成することとなったため、第81期以降のキャッシュ・フローの状況については記載しており
ません。 

  

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 610,979 2,354,439 2,636,110 1,734,187 5,882,566

経常利益 (千円) 343,861 779,100 1,497,839 956,043 2,036,903

中間(当期)純利益 (千円) 200,130 443,189 817,492 609,752 1,238,755

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 2,061,788 3,231,788 3,719,288 2,061,788 3,719,288

発行済株式総数 (千株) 35,465 39,965 82,291 35,465 82,291

純資産額 (千円) 5,913,391 9,083,522 11,293,091 6,324,093 10,860,167

総資産額 (千円) 9,276,554 17,785,093 26,786,117 11,230,307 22,995,328

１株当たり純資産額 (円) 166.93 227.60 137.33 178.57 132.16

１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) 6.93 11.84 9.95 18.31 15.28

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

(円) ― ― 8.89 ― 15.14

１株当たり配当額 (円) ― 1.00 0.50 5.00 3.50

自己資本比率 (％) 63.7 51.1 42.2 56.3 47.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △1,154,335 ― ― ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △140,758 ― ― ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 2,345,105 ― ― ― ―

現金及び現金同等物の 
中間期末残高 

(千円) 2,035,841 ― ― ― ―

従業員数 (人) 13 5 12 10 7



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(当社及び関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はありま

せん。尚、当連結会計期間の平成18年５月26日に複数の不動産物件を保有しております、株式会社エー・アイ・

プロパティーズの株式を不動産投資事業の拡充をはかるため100％取得し、連結子会社としました。 

  
    

３ 【関係会社の状況】 

  新規 

 （注）１「主要な事業の内容」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。 
     ２ 当中間連結会計期間より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の 

取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告書第20号 平成18年9月8日）を適用しております。これに伴って、新たに
連結の範囲及び持分法を適用した投資事業組合であります。 

  
  

４【従業員の状況】 

 （1）連結会社における状況 

平成18年９月30日現在 

（注）１ 従業員数は当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。 
２ 当社のマーチャント・バンキング事業、全社（共通）の事業においては、両事業に同一の従業員が従事してお
ります。 

  

名称 住所 

資本金又は

出資金(百

万円) 

主要な事業の内容 

議決権の所

有又は被所

有割合(％) 

関係内容 

(連結子会社)           

株式会社エー・アイ・

プロパティーズ 
東京都 
千代田区 

50 
マーチャント・ 
バンキング事業 

所有 
100.0 

不動産部門での協力 
役員の兼任 ２名 
当社との間で金銭消費貸借契

約を締結しております。 

 その他３社 (注)２     マーチャント・ 
バンキング事業 

  
  

(持分法適用関連会社) 
株式会社フィナンシ

ア・ＣＩ 

  
東京都 
千代田区 

  
50 

  
マーチャント・ 
バンキング事業 

  
所有 

34.0 

  
Ｍ＆Ａ部門での協力 
役員の兼任 １名 

 その他１社 (注)２     マーチャント・ 
バンキング事業 

  
  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

（外、平均臨時雇用者数） 

ホスピタリティ＆ウェルネス事業   

ボウリング事業 12 （ 46） 

ホ テ ル 事 業 104 （121） 

スイミング事業 21 （ 83） 

共通 7 （  1） 

その他事業  13 （  4） 

マーチャント・バンキング事業 

12   全社（共通） 

合計 169 （255） 



  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

（注）従業員数は就業人員数を表示しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。 

  

従業員数(人) 12 



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におけるわが国の経済環境は、輸出や設備投資の堅調な推移を背景に大手企業の業績が回

復し、それに伴う個人消費も堅調に推移する等、持続的な景気回復基調を示しております。 

当社の主要な事業領域であるマーチャント・バンキング事業におきましては、国内外において企業再生も含め

た様々な企業再編が引き続き活発であること、また、三大都市圏を中心に地価やオフィスビル賃料の上昇が見ら

れる等、国内の不動産市況は着実に回復傾向にあり、企業投資及び不動産投資ともに、業界は引き続き活況を呈

しております。 

このような環境下におきまして、当社の事業は、ますますビジネス機会が増加しております。特に企業投資に

おいては、当社の強みであるノウハウ及び情報ネットワークを活用し、日本国内のみならずアジアを中心とする

海外案件も含め、投資残高及び投資収益が順調に拡大しております。 

その結果、当中間連結会計期間における、売上高は4,698百万円（前年同期比40.2％増）となり、経常利益につ

きましては1,506百万円（前年同期比106.0％増)、中間純利益943百万円（前年同期比138.8％増）となりました。

事業の種類別セグメントの概況・業績につきましては、次の通りであります。 

マーチャント・バンキング事業は、堅調な不動産投資や海外の企業投資からの投資収入が計画通りに推移した

ほか、不動産投資や不動産賃貸による投資収益も引き続き堅調に推移し、従来から目標としておりました企業投

資と不動産投資のバランスのとれた収益構造により、売上高は3,111百万円（前年同期比35.2％増）となりまし

た。 

ホスピタリティ＆ウェルネス事業につきましては、前連結会計年度に取得した施設の運用が通期稼動したこと

等が収益に貢献し、売上高は1,712百万円（前年同期比54.9％増）となりました。 

その他の事業につきましては、中国における繊維事業の売上高は49百万円（前年同期比20.6％増）となりまし

た。 

なお、当中間連結会計期間より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の

取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告書第20号 平成18年９月８日）を適用しております。これに伴っ

て、連結子会社が３社、持分法適用関連会社が１社新たに加わっております。 

  



  （2）キャッシュ・フロー 

     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、マーチャント・バンキン

グ事業における営業投資有価証券への投資を中心に支出があったものの、企業株式や不動産投資の回収も進ん

だ他、金融機関からの借入による資金調達を行ったことから、3,773百万円（前年同期比94.0％増）となりまし

た。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、494百万円（前年同期比4,581百万円増）となりました。その主な要因は、積

極的な投資を行ったため、営業投資有価証券の増加1,280百万円、営業出資金の増加590百万円などがあったもの

の、税金等調整前中間純利益が1,470百万円、たな卸資産の減少784百万円上回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） 

投資活動の結果得られた資金は、1,662百万円（前年同期比194.5％増）となりました。その主な要因は、投資

事業組合に対する投資を積極的におこない、これに伴う新規連結の関係子会社の取得にともなう支出1,765百万円

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、1,494百万円（前年同期比74.0％減）となりました。その主な要因は、短期借

入金1,382百万円の収入によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

その他事業に実績はありますが、全セグメントの合計額に占める割合が低いため、記載を省略しております。 

  

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

特記すべき事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

  

  



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、株式会社エー・アイ・プロパティーズを取得した為、以下の設備が重要な設備にな
りました。 
  

 (注) 帳簿価額のうち「その他」は工具器具及び備品の合計であります。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特記すべき事項はありません。 

  

  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類

別セグメン

ト の 名 称 
設備の内容

帳簿価額（千円）

従 業 員

（名） 建物及び構築

物 
土  地

( 面 積 ㎡ ) 
そ の 他 

株式会社エー・ア

イ・プロパティー

ズ 

池上 
マ ン シ ョ

ン 
(東京都大

田区) 

マーチャン

ト・バンキ

ング事業 
不動産 207,074

449,000
(855.44) 

1,593 －

ジェネ ス

上池台 
(東京都大

田区) 

マーチャン

ト・バンキ

ング事業 
不動産 20,263

133,500
(366.51) 

－ －



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】 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月26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 82,291,567 82,291,567
大阪証券取引所
市場第二部 
福岡証券取引所 

― 

計 82,291,567 82,291,567 ― ― 



 (2) 【新株予約権等の状況】 

①平成16年７月29日取締役会決議により付与 

  
（注）１ 新株予約権の行使の条件１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円
未満の端数は切り上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

   

  
            また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社

となる場合、当社は払込金額を調整する。 

３ 平成17年６月24日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年11月21日付をもって普通株式１株を２株に分割したこと

により、「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「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」が調整されております。 

  
  
  
  
  
  

株主総会の特別決議日 （平成16年６月25日） 

  中間会計期間末現在
（平成18年9月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個）     1,132（注）1 同左 

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） 1,132,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり220（注）2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月25日～

平成21年６月24日 
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（円） 

発行価格  220
資本組入額 110 

同左 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受けた
ものは、権利行使時においても、
当社の取締役、監査役若しくは従
業員の地位にあることを要する。
ただし、任期満了による退任、定
年退職等その他正当な理由のある
場合はこの限りではない。 
新株予約権の行使前日の証券取
引所における当社普通株式取引の
終値が1株当たり払込金額の1.5倍
以上であることを要する。 
その他条件は、株主総会及び新
株予約権発行の取締役会決議に基
づく、当社と新株予約権の割り当
てを受けたものとの間で締結した
「新株予約権割当契約書」の約定
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その他
処分は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

    
既発行株式数

新発行株式数＋1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価

既存発行株式数＋新規発行株式数 



  ②平成17年４月12日取締役会決議により付与 

（注）１ 新株予約権の行使の条件１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 
２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

   

  
            また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社

となる場合、当社は払込金額を調整する。 

３ 平成17年６月24日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年11月21日付をもって普通株式１株を２株に分割したこと

により、「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「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」が調整されております。 

  
  
  
  
  
  
  
  

株主総会の特別決議日 （平成16年６月25日） 

  中間会計期間末現在
（平成18年9月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個）    68（注）1 同左 

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） 68,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり208（注）2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月25日～

平成21年６月24日 
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（円） 

発行価格  208
資本組入額 104 

同左 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受けた
ものは、権利行使時においても、
当社の取締役、監査役若しくは従
業員の地位にあることを要する。
ただし、任期満了による退任、定
年退職等その他正当な理由のある
場合はこの限りではない。 
新株予約権の行使前日の証券取
引所における当社普通株式取引の
終値が1株当たり払込金額の1.5倍
以上であることを要する。 
その他条件は、株主総会及び新
株予約権発行の取締役会決議に基
づく、当社と新株予約権の割り当
てを受けたものとの間で締結した
「新株予約権割当契約書」の約定
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その他
処分は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

    
既発行株式数

新発行株式数＋1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価

既存発行株式数＋新規発行株式数 



  
  ③平成17年８月９日取締役会決議により付与 

（注）１ 新株予約権の行使の条件１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 
２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

   

  
            また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社

となる場合、当社は払込金額を調整する。 

３ 平成17年６月24日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年11月21日付をもって普通株式１株を２株に分割したこと

により、「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「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」が調整されております。 

  

  
  
  
  
  
  

株主総会の特別決議日 （平成17年６月24日） 

  中間会計期間末現在
（平成18年9月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個）     1,142（注）1 同左 

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） 1,142,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり404（注）2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月25日～

平成22年６月24日 
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（円） 

発行価格  404
資本組入額 202 

同左 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受けた
ものは、権利行使時においても、
当社の取締役、監査役、顧問若し
くは従業員の地位にあることを要
する。ただし、任期満了による退
任、定年退職等その他正当な理由
のある場合、又は取締役会の承認
を受けた場合はこの限りではな
い。 
新株予約権の行使前日の証券取
引所における当社普通株式取引の
終値が1株当たり払込金額の1.5倍
以上であることを要する。 
その他条件は、株主総会及び新
株予約権発行の取締役会決議に基
づく、当社と新株予約権の割り当
てを受けたものとの間で締結した
「新株予約権割当契約書」の約定
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その他
処分は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

    
既発行株式数

新発行株式数＋1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価

既存発行株式数＋新規発行株式数 



  

④ 平成17年11月15日取締役会決議により付与 

（注）１ 新株予約権の行使の条件１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 
   ２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

     また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
   

  
     また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社と

なる場合、当社は払込金額を調整する。 

   ３ 平成17年６月24日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年11月21日付をもって普通株式１株を２株に分割したこと

により、「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「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」が調整されております。 

  

  

  

  

株主総会の特別決議日 （平成17年６月24日） 

  中間会計期間末現在
（平成18年9月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 24個（注）1 同左 

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） 24,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり183（注）2 同左 

新株予約権の行使期間 平成19年６月25日～

平成22年６月24日 
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（円） 

発行価格  183
資本組入額  92 

同左 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受けた
ものは、権利行使時においても、
当社の取締役、監査役、顧問若し
くは従業員の地位にあることを要
する。ただし、任期満了による退
任、定年退職等その他正当な理由
のある場合、または取締役会にお
いて承認された場合はこの限りで
はない。 
新株予約権の前日の証券取引所
における当社普通株式取引の終値
が1株当たり払込金額の1.5倍以上
であることを要する。 
その他条件は、株主総会及び新
株予約権発行の取締役会決議に基
づく、当社と新株予約権の割り当
てを受けたものとの間で締結した
「新株予約権割当契約書」の約定
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その他
処分は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

      
既発行株式数 

新発行株式数＋1株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 × 
新株式発行前の時価 

既存発行株式数＋新規発行株式数 



  

⑤ 平成18年8月8日取締役会決議により付与 

（注）１ 新株予約権の行使の条件１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 
   ２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

     また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
   

  
     また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社と

なる場合、当社は払込金額を調整する。 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

株主総会の特別決議日 （平成18年６月27日） 

  中間会計期間末現在
（平成18年9月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 675個（注）1 同左 

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） 675,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり281（注）2 同左 

新株予約権の行使期間 平成20年６月28日～

平成23年６月27日 
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（円） 

発行価格  183
資本組入額  92 

同左 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受けた
ものは、権利行使時においても、
当社の取締役、監査役、顧問若し
くは従業員の地位にあることを要
する。ただし、任期満了による退
任、定年退職等その他正当な理由
のある場合、または取締役会にお
いて承認された場合はこの限りで
はない。 
その他条件は、株主総会及び新
株予約権発行の取締役会決議に基
づく、当社と新株予約権の割り当
てを受けたものとの間で締結した
「新株予約権割当契約書」の約定
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その他
処分は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

      
既発行株式数 

新発行株式数＋1株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 × 
新株式発行前の時価 

既存発行株式数＋新規発行株式数 



⑥新株予約権付社債 

  平成13年改正旧商法341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

（注）当初発行価額によっております。新株予約権の行使の条件により変動する可能性があります。 

  

  

  

  

  
  
  
  

2010年12月22日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 

  中間会計期間末現在
（平成18年9月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 12,106個（注） 同左 

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） 12,106,537（注） 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり413（注） 同左 

新株予約権の行使期間 平成18年１月５日～

平成22年12月22日 
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（円） 

発行価格  413
資本組入額  207 

同左 

新株予約権の行使の条件 転換価額の修正      

 2007年1月6日(日本時間。以下

「決定日」という。)まで(同日を

含む。)の10連続取引日(終値のな

い日を除く。)の大阪証券取引所又

は、当社普通株式が大阪証券取引

所に上場していない場合には、当

社普通株式が上場しているその他

の日本国内の証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎日の

終値の平均値で、1円未満の端数を

切上げた金額(以下「決定日価額」

という。)が、決定日において有効

な転換価額を1円以上下回る場合に

は、転換価額は、2007年1月23日

(日本時間)以降、決定日価額に修

正される。 但し、このように修

正された後の転換価額は、決定日

に有効な転換価額の85％未満とは

ならないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その他
処分は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

新株予約権付社債の残高（千円）  4,025,000 同左 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

  

  

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

(注) 株式会社エフ・アール・ホールディングは、アセット・マネジャーズ株式会社の100％子会社であります。 

  

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
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成18年９月30日 ― 82,291,567 ― 3,719,288 ― 2,916,208

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社エフ・アール・ホールディング 東京都千代田区内幸町1-1-1 44,926 54.59

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2-5-1 4,400 5.34

日本トラスティ・サービス信託銀行(信託
口) 

東京都中央区晴海1－8－11 3,276 3.98

シージーエムエルアイピービーカスタマ
ーコラテアルアカウント 
常任代理人 シティバンク・エヌ・エイ
東京支店 

東京都品川区東品川2-3-14 1,600 1.94

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜2-4-6 1,426 1.73

ＢＥＶ2号投資事業組合 東京都大田区西蒲田7－38－8 1,000 1.21

株式会社ロジコム 東京都東大和市向原1－3－21 1,000 1.21

加藤達也 東京都港区 702 0.85

ステートストリートバンクアンドトラス
トカンパニー５０５０４１ 
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 

東京都中央区日本橋兜町6-7 650 0.78

有限会社山洋 東京都品川区北品川1-20-4 600 0.72

計 59,580 72.40



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) １. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権８個)含まれておりま

す。 

２. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式926株が含まれております。 

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

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、大阪証券取引所市場第二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、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

  

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) 
(自己保有株式) 
普通株式 

124,000
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

81,871,000
81,871 ― 

単元未満株式 
普通株式 

296,567
― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 82,291,567 ― ― 

総株主の議決権 ― 81,871 ― 

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(％)

(自己保有株式) 
東京都千代田区内幸町一丁
目1番1号 

124,000 ― 124,000 0.15アセット・インベスターズ
株式会社 

計 ― 124,000 ― 124,000 0.15

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 435 404 308 302 281 282

最低(円) 359 301 259 215 246 243



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４月１日から平成17年９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４月１日から平成18年９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。 

 （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４月１日から平成17年９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４月１日から平成18年９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。 

  

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４月１日から平成17年９月30日

まで）及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に

ついては、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４月１日から平成18年

９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財

務諸表については、みすず監査法人及び太陽ASG監査法人により中間監査を受けております。 

 又、中央青山監査法人は、平成18年９月１日をもって名称を変更し、みすず監査法人となりました。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第82期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第82期中間会計期間の中間財務諸表 

                              中央青山監査法人 

第83期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第83期中間会計期間の中間財務諸表 

                      みすず監査法人及び太陽ASG監査法人 



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９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 金額(千円)

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

1. 現金及び預金    1,944,733 3,785,122  2,775,012 

2. 受取手形及び売掛金    107,028 163,048  142,779 

3. 有価証券    909,017 ―  ― 

4. 営業投資有価証券 ※3  6,364,955 11,749,321  10,518,807 

5. 営業出資金 ※3  9,000 3,686,300  3,104,500 

6. 匿名組合出資金 ※3  2,500,000 ―  ― 

7. たな卸資産 ※2  2,164,729 1,357,824  2,153,991 

8. 営業貸付金 ※3  ― ―  87,500 

9. その他流動資産    179,728 235,864  78,862 

貸倒引当金    △491 ―  △641 

流動資産合計    14,178,702 78.6 20,977,482 78.8  18,860,811 81.0

Ⅱ 固定資産         

1. 有形固定資産 ※1       

(1) 建物及び構築物 ※2  1,319,586 1,703,528  1,499,509 

(2) 機械装置及び 
運搬具 

   82,786 78,014  82,761 

(3) 土地 ※2  1,782,430 2,553,930  1,971,430 

(4) その他 
有形固定資産 

   46,739 50,964  49,412 

有形固定資産合計    3,231,542 17.9 4,386,438 16.5  3,603,113 15.5

2. 無形固定資産         

(1) 連結調整勘定    77,478 ―  67,793 

(2) その他 
  無形固定資産 

   5,424 20,148  5,129 

無形固定資産合計    82,902 0.5 20,148 0.1  72,923 0.2

3. 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券    204,399 231,475  408,594 

(2) その他投資 
  その他の資産 

   345,249 1,018,323  349,188 

投資その他の資産 
合計 

   549,648 3.0 1,249,799 4.7  757,782 3.3

固定資産合計    3,864,093 21.4 5,656,385 21.2  4,433,819 19.0

資産合計    18,042,795 100.0 26,633,868 100.0  23,294,630 100.0

          



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 金額(千円)

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 

(負債の部)       

Ⅰ 流動負債       

1. 支払手形及び 
買掛金 

  128,661 106,390 162,851 

2. 短期借入金 ※2 5,460,500 5,632,000 4,249,500 

3. 1年以内返済予定 
の長期借入金 

※2 442,868 534,968 558,968 

4. 未払法人税等   342,481 591,957 740,336 

5. 賞与引当金   10,610 13,433 12,907 

6. 繰延税金負債   1,274 ― 6,399 

7. その他流動負債   409,261 493,366 478,686 

流動負債合計   6,795,658 37.7 7,372,116 27.7 6,209,649 26.7

Ⅱ 固定負債       

1. 新株予約権付社債   ― 4,025,000 4,025,000 

2. 長期借入金 ※2 1,280,542 1,209,149 1,326,633 

3. 繰延税金負債   884,115 916,474 875,274 

4. 負ののれん   ― 168,127 ― 

5. その他固定負債   70,261 185,586 91,752 

固定負債合計   2,234,919 12.4 6,504,337 24.4 6,318,660 27.1

負債合計   9,030,577 50.1 13,876,453 52.1 12,528,309 53.8

        

（少数株主持分）       

 少数株主持分   ― 0.0 ― 0.0 ― 0.0

        

(資本の部)       

Ⅰ 資本金   3,231,788 17.9 ― ― 3,719,288 16.0

Ⅱ 資本剰余金   2,428,708 13.5 ― ― 2,916,208 12.5

Ⅲ 利益剰余金   3,140,554 17.4 ― ― 3,864,773 16.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  225,436 1.2 ― ― 142,652 0.6

Ⅴ 為替換算調整勘定   △118 △0.0 ― ― 141,907 0.6

Ⅵ 自己株式   △14,151 △0.1 ― ― △18,509 △0.1

資本合計   9,012,218 49.9 ― ― 10,766,321 46.2

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  18,042,795 100.0 ― ― 23,294,630 100.0

        



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金   ― 3,719,288 ― 

２ 資本剰余金   ― 2,916,208 ― 

３ 利益剰余金   ― 4,512,084 ― 

４ 自己株式   ― △20,023 ― 

株主資本合計   ― ― 11,127,558 41.8 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等       

１ その他有価証 
券評価差額金 

  ― 64,345 ― 

２ 繰延ヘッジ損益   ― △18,078 ― 

３ 為替換算調整 
勘定 

  ― 6,476 ― 

評価・換算差額 
等合計 

  ― ― 52,743 0.2 ― ―

Ⅲ 新株予約権   ― ― 8,855 0.0 ― ―

Ⅳ 少数株主持分   ― ― 1,568,256 5.9 ― ―

純資産合計   ― ― 12,757,414 47.9 ― ―

負債純資産合計   ― ― 26,633,868 100.0 ― ―

        



② 【中間連結損益計算書】 
  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    3,352,109 100.0 4,698,561 100.0  8,264,141 100.0

Ⅱ 売上原価    1,595,364 47.6 1,824,437 38.8  4,063,269 49.2

売上総利益    1,756,744 52.4 2,874,124 61.2  4,200,871 50.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  986,514 29.4 1,316,702 28.1  2,106,699 25.5

営業利益    770,229 23.0 1,557,422 33.1  2,094,172 25.3

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息   1,152   2,262 3,086   

２ 受取配当金   1,150   15,665 1,352   

３ 持分法による 
  投資利益   3,526   4,230 8,544   

４ のれん償却   －   2,324 －   

５ 免税事業者消費税等   14,775   － －   
６ 匿名組合員脱退 
  分担金   －   29,576 －   

７ 雑収入   9,267 29,871 0.8 5,023 59,083 1.3 48,850 61,834 0.8

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息   57,767   77,182 138,564   

２ 新株発行費   10,935   111 18,687   

３ 社債発行費   －   － 12,965   

４ 為替差損   －   13,869 24,909   

５ 支払手数料   －   13,000 －   

６ 雑損失   130 68,833 2.0 6,087 110,251 2.3 2,630 197,756 2.4

経常利益    731,268 21.8 1,506,254 32.1  1,985,250 23.7

Ⅵ 特別利益         

１ 固定資産売却益 ※2 －   － 10   

２ 投資有価証券売却益   202   22,255 70,694   

３ 関係会社出資金 
  売却益   500 702 0.0 － 22,255 0.5 500 71,204 0.8

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産売却損 ※3 －   － 26   

３ 役員退職慰労金   10,111   － 10,111   

４ 過年度損益修正損   23,564   － 16,077   

５ 中途解約違約金   －   － 1,262   

６ 減損損失 ※4 － 33,675 1.0 58,109 58,109 1.3 － 27,628 0.3

税金等調整前 
中間(当期)純利益    698,295 20.8 1,470,400 31.3  2,001,827 24.2

法人税、住民税 
及び事業税   329,385   593,433 920,468   

法人税等調整額   △26,067 303,317 9.0 △73,065 520,367 11.1 △77,748 842,720 10.2

少数株主利益    － － 6,634 0.1  － －

中間(当期)純利益    394,977 11.8 943,398 20.1  1,159,107 14.0

          



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４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,258,708 1,258,708

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 1. 第三者割当増資による剰
余金増加額 

1,170,000 1,170,000  

 2. 新株予約権の行使による
剰余金の増加額 

－ 1,170,000 487,500 1,657,500

Ⅲ 資本剰余金期末残高 2,428,708 2,916,208

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,943,956 2,943,956

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 1. 中間(当期)純利益 394,977 394,977 1,159,107 1,159,107

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 1. 配当金 177,079 216,989  

 2. 役員賞与 21,300 198,379 21,300 238,289

Ⅳ 利益剰余金期末残高 3,140,554 3,864,773



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４月１日 至 平成18年９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 
資本準備金 

平成18年３月31日残高(千円) 3,719,288 2,916,208 3,864,773 △18,509 10,481,761 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の分配 － － △246,515 － △246,515 

役員賞与 － － △49,500 － △49,500 

中間純利益 － － 943,398 － 943,398 

新規連結に伴う剰余金減少額 － － △71 － △71 

自己株式の取得 － － － △1,514 △1,514 

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） 
－ － － － － 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

－ － 647,312 △1,514 645,798 

平成18年９月30日残高(千円) 3,719,288 2,916,208 4,512,084 △20,023 11,127,558 

  

評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 142,652 － 141,907 284,559 － － 10,766,321 

中間連結会計期間中の変動額               

剰余金の分配 － － － － － － △246,515 

役員賞与 － － － － － － △49,500 

中間純利益 － － － － － － 943,398 

新規連結に伴う剰余金減少額 － － － － － － △71 

自己株式の取得 － － － － － － △1,514 

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） 
△78,307 △18,078 △135,431 △231,816 8,855 1,568,256 1,345,294 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △78,307 △18,078 △135,431 △231,816 8,855 1,568,256 1,991,092 

平成18年９月30日残高(千円) 64,345 △18,078 6,476 52,743 8,855 1,568,256 12,757,414 



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４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間(当期)純
利益 

 698,295 1,470,400 2,001,827

減価償却費  51,218 68,233 115,330

のれん償却額  － △2,324 － 
連結調整勘定償却  9,684 － 19,369
貸倒引当金の増加額（△減
少額） 

 15 △641 165

賞与引当金の増加額  10,610 526 12,907 

受取利息及び配当金  △2,302 △17,928 △4,439

為替差損  － 13,850 24,909

持分法投資利益  △3,526 △4,230 △8,544

免税事業者消費税等  △14,775 － △37,817 

支払利息  57,767 77,182 138,564

新株発行費  10,953 111 18,687

社債発行費  － － 12,965

有形固定資産売却益  － － △10

有形固定資産除却損  － － 166

投資有価証券売却益  △202 △22,255 △70,694

関係会社出資金売却益  △500 － △500 

役員退職慰労金  10,111 － 10,111 

過年度損益修正損  23,564 － 16,077 

中途解約違約金  － － 1,262 

売上債権の増加額  △36,977 △20,269 △72,727
たな卸資産の減少額(△増加
額) 

 △921,480 784,236 △929,085

未収金の増加額  － △20,625 －

前受金の増加額  － 27,910 －

預け金の減少額  － 798,735 －

有価証券の減少額  1,156,055 － －

営業投資有価証券の増加額  △2,281,813 △1,280,316 △4,272,364

営業出資金の増加額  △9,000 △590,800 △3,104,500 
営業貸付金の減少額(△増加
額) 

 － 87,500 △87,500 

匿名組合出資金の増加額  △2,500,000 － － 
仕入債務の増加額(△減少額)  43,515 △56,461 77,706

未払消費税の増加額  － 31,070 － 
未払金の増加額(△減少額)  － △11,840 73,396

役員賞与の支払額  △21,300 △49,500 △21,300 

その他  96,016 3,117 165,315

小計  △3,634,183 1,285,681 △5,920,724

利息及び配当金の受取額  2,302 17,933 4,439
利息の支払額  △61,569 △67,471 △136,069
法人税等の支払額  △394,403 △742,042 △608,308
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △4,087,854 494,101 △6,660,662



  

  

   
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

  定期預金の預入による支出  － △11,448 － 

定期預金の払戻による収入  1,000 － 1,000 

出資金の取得による支出  △2,200 － △2,200 

出資金の売却による収入  － － － 
投資有価証券の取得による
支出 

 △10,796 － △216,617 

投資有価証券の売却による
収入 

 400 166,329 88,291 

関係会社出資金の売却によ
る収入 

 3,500 － 3,500 

有形固定資産の取得による
支出 

 △266,349 △25,512 △683,107 

無形固定資産の取得による
支出 

 △1,545 △16,089 △1,988 

長期貸付による支出  △181,240 － △183,304 

長期貸付金の回収による収入  － 7,310 5,984 
新規連結子会社取得に伴う
支出 

※2 － △1,765,244 － 

敷金保証金受入による収入  － 1,094 － 

敷金保証金差入による支出  △107,095 △1,470 △70,588 
関係会社株式の取得による
支出 

 － △17,000 － 

その他  － － 19 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △564,326 △1,662,029 △1,058,980

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の増加額  2,885,500 1,382,500 1,674,500

長期借入金の借入による収入  865,000 400,000 1,542,000

長期借入金の返済による支出  △158,434 △541,484 △673,243

株式の発行による収入  2,329,046 － 2,321,312

社債の発行による収入  － － 4,987,034

自己株式の取得による支出  △3,599 △1,513 △7,956
少数株主からの払込 
による収入 

 － 500,000 － 

配当金の支払額  △177,219 △245,288 △214,507
財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 5,740,293 1,494,213 9,629,140

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 4,412 △399 13,306

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額(△減少額) 

 1,088,112 325,885 1,909,497

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 852,208 2,775,012 852,208

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額 

 － 672,777 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間
期末(期末)残高 

 1,944,733 3,773,674 2,775,012

    



  
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４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１．連結の範囲に関する
事項 

(１）連結子会社の数及び名称
連結子会社の数  ２社 
連結子会社の名称 
株式会社アセット・オペ
レーターズ 
佛山南海新日紡紡織服飾
有限公司 

(１）連結子会社の数及び名称
連結子会社の数  6社 

   連結子会社の名称 
   株式会社アセット・オペ

レーターズ 
   佛山南海新日紡紡織服

飾有限公司 
    株式会社エー・アイ・

プロパティーズ 
有限会社エーアイ・ 
バリュー・パートナー  
ズ 
有限会社ネモフィラ 
有限会社エンプレオ 
子会社の増加した理由 
 当中間連結会計期間
より、「投資事業組合
に対する支配力基準及
び影響力基準の適用に
関する実務上の取扱
い」(企業会計基準委員
会 実務対応報告書第
20号 平成18年９月８
日)を適用しておりま
す。これに伴って、新
たに連結の範囲を適用
した組合等でありま
す。 

(１）連結子会社の数及び名称
連結子会社の数  ２社 
連結子会社の名称 
株式会社アセット・オペ
レーターズ 
佛山南海新日紡紡織服飾
有限公司 

  (２）非連結子会社の数 
該当事項はありません。 

(２）非連結子会社の数
同左 

(２）非連結子会社の数 
同左 

  (３）他の会社等の議決権の過
半数を自己の計算におい
て所有しているにもかか
わらず子会社としてなか
った当該他の会社等の名
称 
有限会社ネモフィラ 
有限会社スターヒル・ホ
ールディング 

   有限会社エストレア 
株式会社キュアリアス 

(３）他の会社等の議決権の過
半数を自己の計算におい
て所有しているにもかか
わらず子会社としてなか
った当該他の会社等の名
称 
有限会社エーアイ・ス
ター 

     有限会社エルフォルグ 
     有限会社ラクロス 

有限会社ガナシアス 

(３）他の会社等の議決権の過
半数を自己の計算におい
て所有しているにもかか
わらず子会社としなかっ
た当該他の会社等の名称 
株式会社キュアリアス 
有限会社ネモフィラ 
有限会社エーアイ・バ
リュー・パートナーズ 
有限会社エーアイ・ス
ター 

      有限会社エンプレオ 
      有限会社エルフォルグ 
      有限会社ラクロス 

有限会社ガナシアス 
  子会社としなかった理由

当社は、有限会社ネモ
フィラ、有限会社スター
ヒル・ホールディング、
有限会社エストレアの議
決権の100％を所有して
おりますが、当該会社
は、当社が組成するファ
ンド運営のための特別目
的会社として設立された
ものの、まだファンド組
成されておらず事業を行
っていないため、財務諸
表等規則第８条第４項及
び第７項により子会社と
はしておりません。 
株式会社キュアリアス
については、４．会計処
理基準に関する事項(6) 
その他連結財務諸表作成
のための基本となる重要
な事項(ハ)営業投融資の
会計処理を参照くださ
い。 

子会社としなかった理由
当社は、上記会社の議
決権の100％を所有して
おりますが、これらはす
べて当社が組成するファ
ンドの運営の特別目的会
社として設立したもの
の、ファンド組成がされ
ていない会社であるた
め、または財務諸表等規
則第8条第7項に該当する
特別目的会社になるた
め、子会社とはしており
ません。 

子会社としなかった理由 
当社は、上記会社（株

式会社キュアリアスを除
く）の議決権の100％を所
有しておりますが、これ
らはすべて当社が組成す
るファンドの運営の特別
目的会社として設立した
ものの、ファンド組成が
されていない会社である
ため、または財務諸表等
規則第8条第4項及び第7項
に該当する特別目的会社
になるため、子会社とは
しておりません。 
株式会社キュアリアス
については、4．会計処
理基準に関する事項(7) 
その他連結財務諸表作成
のための基本となる重要
な事項(3)営業投融資の
会計処理を参照くださ
い。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２．持分法の適用に関す
る事項 

(１）持分法適用の関連会社の
数及び名称 
持分法適用の関連会社の
数        １社 
持分法適用の関連会社の
名称 
Sino-Jp Assets  
Management Co.,Ltd. 

（１）持分法適用の関連会社の
数及び名称 

     持分法適用の関連会社の  
      数                 3社 

持分法適用の関連会社の
名称 

      Sino-JP Assets 
       Management Co.,Ltd 

株式会社フィナンシア・
CI 
有限会社エストレア 
持分法適用の関連会社の
増加した理由 
 新たに出資をしたこと
と、当中間連結会計期間
より、「投資事業組合に
対する支配力基準及び影
響力基準の適用に関する
実務上の取扱い」(企業会
計基準委員会 実務対応
報告書第20号 平成18年
９月８日)を適用し、これ
に伴って、新たに持分法
を適用した組合等であり
ます。 

(１）持分法適用の関連会社の
数及び名称 
持分法適用の関連会社の
数        １社 
持分法適用の関連会社の
名称 
Sino-Jp Assets  

     Management Co.,Ltd. 

     ――――――――    ―――――――― (２）持分法の適用の手続につ
いて特に記載する必要
があると認められる事
項 
 持分法適用会社は、決
算日が異なっております
が、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。 

３．連結子会社の中間決
算日(決算日)等に関
する事項 

連結子会社のうち株式会社
アセット・オペレーターズの
中間決算日は８月31日であり
ます。 
佛山南海新日紡紡織服飾有
限公司の中間決算日は６月30
日であります。 
中間連結財務諸表作成に当
たっては、これらの会社につ
いては同決算日現在の財務諸
表を使用しております。ただ
し、中間連結決算日までの期
間に発生した重要な取引につ
いては、連結上必要な調整を
行っております。 

連結子会社のうち株式会社
アセット・オペレーターズ、
有限会社エーアイ・バリュ
ー・パートナーズの中間決算
日は8月31日であります。 
また、佛山南海新日紡紡織服

飾有限公司、有限会社ネモフィ
ラ及びの有限会社エンプレオ中
間決算日は６月30日でありま
す。 
また、株式会社エー・アイ・

プロパティーズの決算日は９月
30日であります。 
連結財務諸表作成に当たっ
ては、これらの会社について
は同決算日現在の財務諸表を
使用しております。ただし、
中間連結決算日までの期間に
発生した重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っ
ております。 

連結子会社のうち株式会社
アセット・オペレーターズの
決算日は２月28日でありま
す。 
佛山南海新日紡紡織服飾有
限公司の決算日は12月31日で
あります。 
連結財務諸表作成に当たっ
ては、これらの会社について
は同決算日現在の財務諸表を
使用しております。ただし、
連結決算日までの期間に発生
した重要な取引については、
連結上必要な調整を行ってお
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 

(イ）有価証券 
その他有価証券 
 時価のあるもの 
中間連結決算末日の市
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) 

(イ）有価証券
その他有価証券 
 時価のあるもの 
中間連結決算末日の市
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) 

(イ）有価証券 
その他有価証券 
 時価のあるもの 
決算末日の市場価格等
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) 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   時価のないもの 
移動平均法による原価
法 

   匿名組合出資金につい
ては(6)その他財務諸表
作成のための基本とな
る重要な事項(ニ)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 

  (ロ）デリバティブ 
時価法 

(ロ）デリバティブ
同左 

(ロ）デリバティブ 
同左 

  (ハ）たな卸資産 
商品、貯蔵品 
最終仕入原価法によ
る原価法 
販売用不動産 
個別法による原価法 

(ハ）たな卸資産
商品、貯蔵品 

同左 
  
販売用不動産 

同左 

(ハ）たな卸資産 
商品、貯蔵品 

同左 
  
販売用不動産 

同左 
（２）重要な減価償却資
産の減価償却の方法 

有形固定資産 
 定額法 
  なお主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
建  物  32年～50年 
機械装置   5年～10年 

有形固定資産
同左 

有形固定資産 
同左 

  無形固定資産 
自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。 

無形固定資産
同左 

無形固定資産 
同左 

（３）重要な引当金の計
上基準 

(イ）貸倒引当金 
 債権の貸倒れによる損失
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。 

(イ）貸倒引当金
同左 

(イ)貸倒引当金 
同左 

  (ロ）賞与引当金 
 一部の国内連結子会社で
は従業員に対して支給する
賞与の支出に充てるため、
支給見込額に基づき当中間
連結会計期間負担額を計上
しております。 

(ロ）賞与引当金
同左 

(ロ）賞与引当金 
一部の国内連結子会社で

は従業員に対して支給する
賞与の支出に充てるため、
支給見込額に基づき当連結
会計年度負担額を計上して
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
常の賃貸借取引にかかる方
法に準じた会計処理によっ
ております。 

同左 同左 

（５）重要なヘッジ会計
の方法 

(１）ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理によって
おります。なお、金利スワ
ップの特例処理の対象とな
る取引については特例処理
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、為替予約取引 
ヘッジ対象…借入金、営
業投資有価証券 

(２）ヘッジ手段とヘッジ対象
同左 

(２）ヘッジ手段とヘッジ対象
同左 

  (３）ヘッジ方針 
当社の内部規程に基づき

営業活動及び財務活動にお
ける為替変動リスク及び金
利変動リスクをヘッジして
おります。 

(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
 特例処理の対象となる金
利スワップについては、有
効性の評価を省略しており
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４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（６）その他中間連結財
務諸表(連結財務諸
表)作成のための基本
となる重要な事項 

(イ）消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ
っています。なお控除対象
外消費税等は、全額当期の
費用として処理しておりま
す。 

(イ）消費税等の会計処理
同左 

(イ）消費税等の会計処理 
同左 

  (ロ）自社ファンドへ譲渡した
不動産についての会計処理 
 販売用不動産のうち、自
社ファンドへ譲渡した不動
産については、売却損益を
純額で売上高に計上してお
ります。 

(ロ）自社ファンドへ譲渡した
不動産についての会計処理 

同左 

(ロ）自社ファンドへ譲渡した
不動産についての会計処理 

同左 

  (ハ）営業投融資の会計処理 
当社グループがＭ＆Ａ事

業の営業取引として営業投
資目的で行う投融資（営業
投融資）については、営業
投資目的以外の投融資とは
区別して「営業投資有価証
券」「営業出資金」及び
「営業貸付金」として「流
動資産の部」にまとめて表
示しております。また、営
業投融資から生ずる損益
は、営業損益として表示す
ることとしております。 
なお、株式等の所有によ

り、営業投資先の意思決定
機関を支配している要件お
よび営業投資先に重要な影
響を与えている要件を満た
すこともありますが、その
所有目的は営業投資であ
り、傘下に入れる目的で行
われていないことから、当
該営業投資先は、子会社及
び関連会社に該当しないも
のとしております。 

(ハ）営業投融資の会計処理
当社グループが営業投資

目的で行う投融資（営業投
融資）については、営業投
資目的以外の投融資とは区
別して「営業投資有価証
券」「営業出資金」及び
「営業貸付金」として「流
動資産の部」にまとめて表
示しております。また、営
業投融資から生ずる損益
は、営業損益として表示す
ることとしております。な
お、株式等の所有により、
営業投資先の意思決定機関
を支配している要件および
営業投資先に重要な影響を
与えている要件を満たすこ
ともありますが、その所有
目的は営業投資であり、傘
下に入れる目的で行われて
いないことから、当該営業
投資先は、子会社及び関連
会社に該当しないものとし
ております。 

(ハ）営業投融資の会計処理 
同左 

  (ニ）匿名組合出資金の会計処
理 
 当社グループが匿名組合
出資金の会計処理を行うに
際して、匿名組合の財産の
持分相当額を「営業投資有
価証券」または「有価証
券」として計上しておりま
す。匿名組合の出資時に
「営業投資有価証券」また
は「有価証券」を計上し、
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「営
業投資有価証券」または
「有価証券」に加減し、営
業者からの出資金の払戻に
ついては「営業投資有価証
券」または「有価証券」を
減額させております。な
お、匿名組合出資金は「営
業投資有価証券」「有価証
券」または「匿名組合出資
金」として流動資産の部に
表示しております。 

(ニ）匿名組合出資金の会計処
理 
当社グループは匿名組合

出資金の会計処理を行うに
際して、匿名組合の財産の
持分相当額を「営業投資有
価証券」「営業出資金」と
して計上しております。匿
名組合の出資時に「営業投
資有価証券」「営業出資
金」を計上し、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「営業投資有価
証券」「営業出資金」に加
減し、営業者からの出資金
の払戻については「営業投
資有価証券」「営業出資
金」を減額させておりま
す。なお、匿名組合出資金
は「営業投資有価証券」
「営業出資金」として流動
資産の部に表示しておりま
す。 

(ニ）匿名組合出資金の会計処
理 

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） 
  

項目 
前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 

手許資金、随時引き出し可

能な預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

償還期限が到来する短期投資

からなっております。 
  

同左 同左 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
  当中間連結会計期間から「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関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日))および「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第6号)を適用してお

ります。これにより損益に与える影響

はありません。 

                                 (固定資産の減損に係る会計基準) 
 当連結会計年度から「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関する意見書」

(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。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

  (ストック・オプションに関する会計基
準) 

当中間連結会計期間より、「ストッ
ク・オプション等に関する会計基準」
（企業会計基準第8号 平成17年12月
27日）及び「ストック・オプション等
に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第11号 平成17年12
月27日）を適用しております。これに
より、営業利益、経常利益及び税金等
調整前中間純利益は8,855千円減少し
ております。 

  

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対
照表の純資産の部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
産の部の表示に関する会計基準等の適
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11,198,379千円でありま
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。 

  



  

  

  
（表示方法の変更） 
  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  （投資事業組合に対する会計基準）

当中間連結会計期間より、「投資 
事業組合に対する支配力基準及び影響

力基準の適用に関する実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 実務対応

報告書第20号 平成18年9月8日）を適

用しております。これに伴って、新た

に連結の範囲に加えた投資事業組合は

下記のとおりであります。 
連結子会社 有限会社エーアイ 

・バリュー・パート

ナーズ 
      有限会社ネモフィラ 

有限会社エンプレオ 
関連会社  有限会社エストレア 
これらの変更により、従来の会計処

理によった場合と比べ、売上高が461

百万円、営業利益が192百万円、経常

利益が15百万円、中間純利益が、8百

万円増加いたしました。また、総資産

が1,461百万円増加しております。 

  

      

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

(1)「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97

号）により、証券取引法第2条第2項において、投資事業有

限責任組合及びこれに類する組合への出資を有価証券とみ

なすこととされたことに伴い、匿名組合契約による出資金

は、前期まで「匿名組合出資金」として表示しておりまし

たが、当期より「営業投資有価証券」または「有価証券」

として表示しております。なお、従来の匿名組合出資金

は、「営業投資有価証券」、「有価証券」にそれぞれ

5,394,926千円及び909,017千円含まれております。 
  

（中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間まで「匿名組合出資金」（当中間連

結会計期間末3,686,300千円）、「有価証券」（当中間連結

会計期間末1,072,348千円）に含めていた不動産ファンド事

業における株式会社、匿名組合出資金、および有限責任中

間法人への出資等を前連結会計年度末より「営業投資有価

証券」及び「営業出資金」にまとめて計上し、その内訳を

注記事項（中間連結貸借対照表関係※３）にて開示してお

ります。この変更は、当グループの投資銀行業務の実態を

簡潔かつ明瞭に表示するためのものであります。 
当中間連結会計期間において、会社法及び会社法の施行

に伴う関係法律の整備に関する法律が施行され、旧有限会

社法に規定する有限会社に対する出資持分が有価証券とみ

なされることとなったため、前中間連結会計期間まで「営

業出資金」（当中間連結会計期間末9,000千円）に含めて表

示しておりました有限会社に対する出資持分は、当中間連

結会計期間より「営業投資有価証券」として表示しており

ます。 
従来、無形固定資産に「連結調整勘定」として表示して

いたものは、当中間連結会計期間において「のれん」とし

て表示しています。 
  （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「連結調整勘

定償却費」は、当中間連結会計期間において「のれん償却

額」として表示しています。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
1,246,886千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,344,364千円 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,288,997千円 
※２ 担保に供している資産 

たな卸資産 
(販売用不動産) 

1,827,272千円 

建物 1,002,941 
土地 1,734,294 

合計 4,564,508 

※２ 担保に供している資産

たな卸資産

(販売用不動産)
1,313,274千円

建物 1,228,982

土地 1,923,294

合計 4,465,552

※２ 担保に供している資産 
営業投資有価証

券 
585,000千円 

たな卸資産

(販売用不動産) 
1,687,220 

建物 1,029,666 
土地 1,734,294 

合計 5,036,180 
   上記に対応する債務 

短期借入金 1,185,500千円

1年以内返済予定 
の長期借入金 

326,868 

長期借入金 1,146,542 

合計 2,658,910 

   上記に対応する債務

短期借入金 550,000千円

1年以内返済予定

の長期借入金 
433,968

長期借入金 1,209,149

合計 2,193,117

   上記に対応する債務 
短期借入金 1,300,000千円

1年以内返済予定 
の長期借入金 

401,968 

長期借入金 1,291,633 

合計 2,993,601 

  ※３ 営業投資有価証券、営業出資金及び

営業貸付金の内訳 

 前連結会計年度において「不動産

部門」「Ｍ＆Ａ部門」と表示してお

りましたが、それぞれ「不動産投

資」「企業投資」に変更いたしまし

た。尚、金額に影響はありません。 
営業投資有価証券 

（単位千円）

（注）匿名組合出資金は証券取引法第2

条において、有価証券とみなされ

る出資金であります。 

 
不動産投資 企業投資 合計

匿名組

合出資

金等 
（注） 

1,072,348 6,833,750 7,906,098

株式 ― 3,843,222 3,843,222

合計 1,072,348 10,676,972 11,749,321

※３ 営業投資有価証券、営業出資金及び 
営業貸付金の内訳 

営業投資有価証券           （単位千

円）  

（注）匿名組合出資金は証券取引法第2条

第2項において、有価証券とみなさ

れる出資金であります。 

不動産部門 Ｍ＆Ａ部門 合計 

匿名組

合出資

金等 
（注） 

1,344,689 7,914,576 9,259,266

株式 ― 1,259,540 1,259,540

合計 1,344,689 9,174,117 10,518,807

  営業出資金          
（単位千円）

 不動産投資 企業投資 合計

匿名組

合出資

金等 
3,686,300 ― 3,686,300

合計 3,686,300 ― 3,686,300

営業出資金           
（単位千円）

  
 営業貸付金           

（単位千円）

不動産部門 Ｍ＆Ａ部門 合計 

匿名組

合出資

金等 
3,080,000 ― 3,080,000

株式 ― 24,500 24,500

合計 3,080,000 24,500 3,104,500

  不動産部門 Ｍ＆Ａ部門 合計 

貸付金
87,500 ― 87,500

合計 87,500 ― 87,500



  
（中間連結損益計算書関係） 
  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３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。 
従業員給料手当  244,734千円 
支払手数料    223,360 
賃借料      134,493 
  

※２                          
  
  
※３                           

※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。 
従業員給料手当  398,470千円

賃借料      197,156 
支払手数料    104,944 
  

※２                          
  
  
※３                          

※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。 
従業員給料手当  586,814千円 
賃借料      304,244 
支払手数料    242,173 
賞与引当金繰入   12,907 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとお

りであります。 
工具器具備品      10千円 

※３ 固定資産売却損の内容は次のとお

りであります。 
工具器具備品      26千円 

※４                            
  

 ※４ 減損損失 
  当中間連結会計期間にて、減損

の要否の判定を行った結果のれ

んにおいて株式取得時に検討し

た事業計画にて当初想定してい

た超過収益力について、利益計

画の実現可能性を保守的に評価

し、減損損失58,109千円を認識

しております。 
場所 用途 種類

㈱ ア セ ッ
ト・オ ペ レ
ー タ ー ズ
（大阪府茨
木市） 

超 過 収
益力 

のれん

※４                            
  



(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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    6,025株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買い増し請求による減少  800株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

（注）1．第5回新株予約権及び第6回新株予約権の当中間連結会計期間の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 
   2．第5回新株予約権及び第6回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 82,291 ― ― 82,291

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 119,701 6,025 800 124,926 

区分 新株予約権の内訳 

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 （千株） 当中間連結
会計期間末
残 高（千
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 
第5回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 6,690

第6回新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 2,164

連結子会社     ― ― ― ― ― 

合計     14,472 675 ― ― 8,855 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18 年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 246,515 2.50 平成18年３月31日 平成18年６月27日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月14日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 41,083 0.50 平成18年９月30日 平成18年12月６日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

※ 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載されて

いる科目の金額との関係 
（平成17年９月30日現在） 
現金及び預金勘定 1,944,733千円

現金及び現金同等物 1,944,733 

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載され

ている科目の金額との関係 
（平成18年９月30日現在） 
現金及び預金勘定 3,785,122千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
 

△11,448 

現金及び現金同等物 3,773,674

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲載されている科目

の金額との関係 
（平成18年３月31日現在） 
現金及び預金勘定 2,775,012千円

現金及び現金同等物 2,775,012 



(リース取引関係) 

  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められ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 

(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

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

出しております。 

  
取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末

残高相当

額 

(千円) 

機 械

装 置

及 び

運 搬

具 

109,771 4,573 105,197 

工 具

器 具

備品 

18,384 10,724 7,660 

合計 128,155 15,297 112,857 

 リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められ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、減損損失累計

相当額及び中間期末残高相当額 

(注)      同左  

  
取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期

末残高

相当額 

(千円) 

機 械

装 置

及 び

運 搬

具 

109,771 22,869 86,902 

工 具

器 具

備品 

18,384 14,401 3,983 

合計 128,155 37,270 90,885 

 リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められ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、減損損失累計

相当額及び期末残高相当額 

(注)      同左  

  

取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却累

計額 

相当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

(千円) 

機械装置

及び運搬

具 

109,771 13,721 96,049 

工具器具

備品 
18,384 12,562 5,821 

合計 128,155 26,283 101.870 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

    １年内     21,972千円 
    １年超     90,885千円  
     合計     112,857千円 
    (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出

しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

    １年内     21,972千円 
    １年超     68,913千円  
     合計      90,885千円 
    (注)    同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

(注)    同左 

１年内 21,972千円

１年超 79,899千円

合計 101,871千円

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

    支払リース料   6,412千円 
    減価償却費相当額 6,412千円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 
    支払リース料   10,986千円 
    減価償却費相当額 10,986千円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 
支払リース料 17,398千円

減価償却費相当額 17,398千円

(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 

   (減損損失について)

   リース資産に配分された減損損失

はありません。 
  

(減損損失について) 
同左 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末 (平成17年９月30日) 

有価証券 
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９月30日) 

有価証券 
１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 当中間連結会計期間中に売却したその他有価証券 

  種類 取得原価(千円)
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え
るもの 

(1) 株式  247,534  498,425   250,890

(2) 債券 ― ― ―

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計  247,534  498,425   250,890

中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え
ないもの 

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計  247,534  498,425   250,890

  中間連結貸借対照表計上額(千円) 
その他有価証券  
 非上場株式 618,680
 匿名組合出資金 6,303,943

合計 6,922,624

  種類 取得原価(千円)
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え
るもの 

(1) 株式 131,298 199,824 68,526

(2) 債券 ― ― ―

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 131,298 199,824 68,526

中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え
ないもの 

(1) 株式 3,148,044 2,682,744 △465,299

(2) 債券 ― ― ―

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 3,148,044 2,682,744 △465,299

合計 3,279,342 2,882,568 △396,772

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

165,890 22,255 ― 



３ 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18年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

(デリバティブ取引関係) 

  

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当社グループのデリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当社グループのデリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当社グループのデリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 
  

前へ   次へ 

  中間連結貸借対照表計上額(千円) 
その他有価証券  
 非上場株式 3,558,420
 匿名組合出資金 11,412,060

合計 14,970,480

  種類 取得原価(千円)
連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

(1) 株式 435,956 675,950 239,994

(2) 債券 ― ― ―

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 435,956 675,950 239,994

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

 ①国債・地方債等 ― ― ―

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 435,956 675,950 239,994

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

88,978 70,694 ― 

  連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  
 非上場株式 995,683

 匿名組合出資金 9,263,689

合計 10,259,372



(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4月1日 至 平成18年9月30日） 

1．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費  8,855千円 

2．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。 

（注）株式数に換算して記載しております。 

（注）株式数に換算して記載しております。 

前へ     

  第5回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 取締役6名及び監査役3名 

ストック・オプションの付与数（注） 510,000株 

付与日 平成18年8月8日 

権利確定条件等 行使条件は次のとおりであります。 

 ①新株予約権の割当を受けたものは、新株予約権行使時におい

て、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、顧問もしくは

従業員の地位を有していることを要す。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認

めた場合については、この限りではない。 

 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使す

ることができるものとする。 

 ③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとす

る。 

対象勤務期間 自 平成18年8月8日 至 平成20年6月28日 

権利行使期間 自 平成20年6月28日 至 平成23年6月27日 

権利行使価額                （１株当り） 281円 

公正な評価単価（付与日）（円）        （１個当り） 150,870円 

  第6回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 従業員  12名 

ストック・オプションの付与数（注） 165,000株 

付与日 平成18年8月8日 

権利確定条件等 行使条件は次のとおりであります。 

 ①新株予約権の割当を受けたものは、新株予約権行使時におい

て、当社又は当社の当社子会社の取締役、監査役、顧問もし

くは従業員の地位を有していることを要す。ただし、任期満

了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由がある

と認めた場合については、この限りではない。 

 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使す

ることができるものとする。 

 ③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとす

る。 

対象勤務期間 自 平成18年8月8日 至 平成20年6月28日 

権利行使期間 自 平成20年6月28日 至 平成23年6月27日 

権利行使価額                （１株当り） 281円 

公正な評価単価（付与日）（円）       （1個当り） 150,870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４月１日 至 平成17年９月30日） 

  

（注）１ 事業区分の方法 
事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容 

３ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  
  
当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

（注）１ 事業区分の方法 
事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容 

３ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  

  

  

マーチャン

ト・バンキン

グ事業  

（千円） 

ホスピタリテ

ィ＆ウェルネ

ス事業 
（千円） 

その他事業

(千円)  
計（千円）

消去または

全社 
（千円） 

連  結 

（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 2,206,087 1,105,374 40,647 3,352,109 ― 3,352,109

(2)セグメント間の内部売上高

または振替高 
94,860 83 ― 94,944 (94,944) ― 

計 2,300,948 1,105,458 40,647 3,447,054 (94,944) 3,352,109

営業費用 1,335,672 1,174,356 39,327 2,549,355 32,526 2,581,879

営業利益又は営業損失(△) 965,275 △68,897 1,320 897,698 (127,469) 770,229

  事業区分 主要業務及びサービス

  マーチャント・バンキング事業 投資業務（不動産、企業株式）、不動産賃貸業務、その他業務 
  ホスピタリティ＆ウェルネス事業 ボウリング場、ホテル、スイミングスクール経営 
  その他事業 繊維事業

    
当中間連結会計期間

（千円） 
主な内容 

  消去または全社の項目に含めた

配賦不能営業費用 
118,736 当社の管理部門に係る費用であります。 

  

マーチャン

ト・バンキン

グ事業  

（千円） 

ホスピタリテ

ィ＆ウェルネ

ス事業 
（千円） 

その他事業

(千円)  
計（千円）

消去または

全社 
（千円） 

連  結 

（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 2,956,743 1,692,795 49,022 4,698,561 ― 4,698,561

(2)セグメント間の内部売上高

または振替高 
155,049 20,000 ― 175,049 (175,049) ― 

計 3,111,793 1,712,795 49,022 4,873,611 (175,049) 4,698,561

営業費用 1,371,784 1,727,643 48,256 3,147,683 (6,544) 3,141,139

営業利益又は営業損失(△) 1,740,009 △14,847 766 1,725,927 (168,505) 1,557,422

  事業区分 主要業務及びサービス

  マーチャント・バンキング事業 投資業務（不動産、企業株式）、不動産賃貸業務、その他業務 
  ホスピタリティ＆ウェルネス事業 ボウリング場、アミューズメント、ホテル、スイミング・スクール

経営 
  その他事業 繊維事業

    
当中間連結会計期間

（千円） 
主な内容 

  消去または全社の項目に含めた

配賦不能営業費用 
164,325 当社の管理部門に係る費用であります。 



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  

（注）１ 事業区分の方法 
事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容 

  
３ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  

  

【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４月１日 至 平成17年９月30日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

  

  

  

マーチャン 
ト・バンキ 
ング事業 
（千円） 

ホスピタ

リティ＆ 
ウェルネ 
ス事業 
（千円） 

その他事業

（千円） 
計（千円）

消去または 
全社 

（千円） 

連  結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             
(1) 外部顧客に 

対する売上高 
5,574,015 2,606,697 83,249 8,264,141 ― 8,264,141

(2) セグメント間の内部 
売上高または振替高 

255,060 ― ― 255,060 (255,060) ― 

計 5,829,075 2,606,697 83,249 8,519,202 (255,060) 8,264,141

営業費用 3,345,982 2,459,499 86,996 5,892,477 277,491 6,169,968

営業利益又は営業損失(△) 2,483,093 147,199 △3,567 2,626,725 (532,552) 2,094,172

  事業区分 主要業務及びサービス

  マーチャント・バンキング事業 投資業務（不動産、企業株式）、不動産賃貸業務、その他業務 
  ホスピタリティ＆ウェルネス事業 ボウリング場、アミューズメント、ホテル、スイミング・スクール

経営 
  その他事業 繊維事業

    
当連結会計年度

（千円） 
主な内容 

  消去または全社の項目に含めた

配賦不能営業費用 
258,122 当社の管理部門に係る費用であります。 



  

【海外売上高】 

  

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 
２２５円８１銭 

１株当たり純資産額

１３６円０６銭 
１株当たり純資産額

１３１円０２銭 

１株当たり中間純利益 
１０円５５銭 

１株当たり中間純利益

１１円４８銭 
１株当たり当期純利益 

１４円２６銭 

  
 なお、潜在株式調整後1株当たり中間

純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。 
  

  
 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 
                        １０円２６銭 
平成17年11月21日付で当社普通株式

を、1：2の割合で株式分割いたしまし

た。 

 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株当たり情報は次の通りと

なります。 

前中間連結会計期間 

１株当たり純資産額 

113円94銭 

１株当たり当期純利益 

6円38銭 

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益 

― 

 

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 
１４円１３銭 

平成17年11月21日付で当社普通株式

を、1：2の割合で株式分割いたしまし

た。 

当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の、前連結会計年度におけ

る1株当たり情報は次の通りとなりま

す。 

前連結会計年度 

1株当たり純資産額 

88円88銭 

1株当たり当期純利益 

8円79銭 

潜在株式調整後1株 
当たり当期純利益 

―   

  
前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益金額  (千円) 394,977 943,398 1,159,107

普通株主に帰属しない金額(千円)   ― 49,500

(うち利益処分による役員賞与金)   ― (49,500)

普通株式に係る中間（当期）純利益金

額(千円) 
394,977 943,398 1,109,607

普通株式の期中平均株式数(千株) 37,429 82,170 77,823

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額の算定に用いられた普

通株式増加数の主要な内訳(千株) 
      

 転換社債型新株予約権付社債 ― 9,745 267

 新株予約権 10 19 467

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)純利益金額の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権

(新株予約権の数600個) 
株主総会の決議日 
 平成16年６月25日 
新株予約権 
(新株予約権の数571個) 
株主総会の決議日 
 平成17年６月24日 

新株予約権

（新株予約権の数1,200

個） 
株主総会の決議日 
 平成16年6月25日 
新株予約権 
（新株予約権の数1,142

個） 
株主総会の決議日 
 平成17年6月24日 

新株予約権 
（新株予約権の数1,142

個） 
株主総会の決議日 
   平成17年6月24日 



(重要な後発事象) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

平成17年12月5日開催の当社取締役会において、欧
州を中心とする海外市場（但し、米国を除く。）に
おいて私募を行う2010年12月22日満期円貨建転換社
債型新株予約権付社債の発行を決議いたしました。 
1.発行総額 ： 5,000百万円 

2.発行価額 ： 額面金額の100％

(各社債額面金額5百万円) 

3.募集価格 ： 額面金額の102.5％ 

4.利息 ： 利息は付さない 

5.償還期限 ： 2010年12月22日 
（ロンドン時間）  

6.払込期日及び発行日：2005年12月22日
(ロンドン時間) 

7.資金使途 ： マーチャント・バンキング
事業 

の資金に充当するため 
8.担保又は保証 : なし 

9.発行する新株予約権の総数 ： 1,000個

10. 新株予約権の行使請求期間 ： 
    2006年1月5日（ルクセンブルグ時間）から

2010年12月8日の本新株予約権の行使のため
に本新株予約権付社債が預託された場所の銀
行営業終了時までとする。但し、2010年12月
8日までに本社債の社債要項に定める事由の
発生に基づき当社の選択によって本新株予約
権付社債が繰上償還された場合には、当該償
還日の東京における3営業日前の上記の場所
の銀行営業終了時までとする。但し、当社が
当該償還日に本社債全額の償還を行えない場
合又は本新株予約権付社債の所持人が債務不
履行事由が発生したことを理由として当社に
対して本新株予約権付社債について期限の利
益を喪失せしめる旨の通知をした場合には、
本新株予約権の行使請求期間は、期限が到来
した本社債の元本金額全額を本新株予約権付
社債の所持人が受領した日（2010年12月8日
より前の日であることを要する。）に終了す
る。 

11.新株予約権の行使に際して払込をなすべき額： 
  ①新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき 

額は、本社債の発行価額と同額とする。 
 ②本新株予約権の行使に際して払込をなすべき当

社普通株式1株当たりの額は当初413円とする。 
   なお、商法341条ノ3第1項第7号及び第8号によ
り、新株予約権を行使したときは、当該新株予
約権に係る社債の金額の償還に代えて、当該新
株予約権の行使に際して払込をなすべき額の金
額の払込とする請求があったものとみなす。 

12.繰上償還条項 ：  
大阪証券取引所における当社普通株式の終値

が、当該各取引日において30連続取引日（終値
の無い日を除く）にわたり、当該各取引日にお
いて適用のある転換価額の120％以上であった場
合、社債額面金額にて繰上償還可能、等一定の
場合について繰上償還が可能。 

  ―――――――――――― 平成18年5月26日に開催された
取締役会にて決議され、同日付で
締結した株式売買契約に基づき、
平成18年5月31日、株式会社石野
コーポレーション（以下、「対象
会社」という）の株式の100%を取
得し、連結子会社といたしまし
た。 
1 株式取得の理由 
 対象会社は、現在、複数の不
動産物件を保有し、不動産賃貸
事業を行っております。今般、
当社は、対象会社株式の100%を
取得し、連結子会社とすること
で、今後、対象会社を通じた不
動産投資事業の拡充をはかるこ
とと致しました。当社グループ
においては、今後、対象会社を
通じた不動産投資事業をマーチ
ャント・バンキング事業部門の
一つに位置づけ、グループ全体
の一層の収益力強化を図って生
きたいと考えております。な
お、対象会社の臨時株主総会及
び取締役会において、商号変
更、代表者変更、本店所在地等
の変更をいたしました。 
2 対象会社の概要 
(1)商号 

株式会社石野コーポレー 
ション 

(2)代表者 
 代表取締役 石野謙司 

(3)所在地  
東京都港区新橋二丁目12 
番7号 

(4)設立年月日  
昭和12年4月16日 

(5)主な事の内容 
不動産の所有・賃貸・管
理務等 

(6)資本金 
50百万円 

(7)総資産 
3,270百万円(平成17年９
月期) 

3 商号等変更後の対象会社の
概要 

(1)商号 
株式会社エー・アイ・プ
ロパティーズ 

（英文名： AI  Properties 
Co.,Ltd.） 

(2)代表者 
代表取締役 佐々木博文
（当社取締役） 

(3)所在地 
東京都千代田区内幸町一
丁目1番1号 

(4)主な事業の内容 
不動産の所有、賃貸、管
理、売買及び信託受益権
の保有並びに売買 

(5)資本金 
    50百万円 



  

  

  

(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４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 当社は平成17年６月24日開催の取締役会におい

て、株式分割による新株式の発行を行う旨の決議に

基づき、11月21日に株式分割を行っております。当

該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 
1.平成17年11月21日をもって平成17年９月30日最終

の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は登録され

た株主の所有株式数を、１株につき２株の割合を

もって分割する。 
2.分割により増加する株式数 
  普通株式 39,965,398株 
3.配当起算日  平成17年10月１日 
 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合

における(１株当たり情報)の各数値は以下の通りで

あります。 

前中間連結 
会計期間 

(自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日) 

当中間連結 
会計期間 

(自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日) 

前連結 
会計年度 

(自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日) 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

83.47円 112.91円 88.89円 
1株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
中間純利益 

― 5.28円 8.80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９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

1．  現金及び預金     1,802,711 2,289,268   2,550,294 

2．  売掛金     8,728 22,485   19,357 

3．  有価証券     909,017 ―   ― 

4．  営業投資有価証券 
※2 
※3   6,364,955 11,429,078   10,518,807 

5．  営業出資金 ※3   9,000 3,686,300   3,104,500 

6．  匿名組合出資金     2,500,000 ―   ― 

7．  営業貸付金 ※3   ― ―   87,500 

8．  たな卸資産 ※2   2,130,635 1,313,274   2,105,197 

9．  前払費用     ― 37,868   36,908 

10．  未収消費税等     7,330 ―   ― 

11．  その他流動資産     194,191 236,810   25,157 

流動資産合計     13,926,570 78.3 19,015,085 71.0   18,447,722 80.2

Ⅱ 固定資産          

(1)  有形固定資産 ※1        

1.  建物 ※2   1,283,960 1,447,125   1,464,906 

2.  機械及び装置     72,148 64,499   68,256 

3.  土地 ※2   1,782,430 1,971,430   1,971,430 

4.  その他有形固定資産     47,948 46,037   46,982 

有形固定資産合計     3,186,487 17.9 3,529,093 13.2   3,551,576 15.4

(2)  無形固定資産     309 0.0 11,495 0.0   300 0.0

(3)  投資その他の資産          

1.  投資有価証券     177,076 231,475   372,601 

2.  関係会社株式     90,002 3,045,665   220,002 

3.  関係会社出資金     60,000 603,116   60,000 

4.  出資金     2,200 2,200   2,200 

5.  その他投資 
   その他の資産     342,447 347,985   340,925 

投資その他の資産合計     671,727 3.8 4,230,443 15.8   995,729 4.4

固定資産合計     3,858,523 21.7 7,771,031 29.0   4,547,605 19.8

資産合計     17,785,093 100.0 26,786,117 100.0   22,995,328 100.0

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

1．  買掛金     52,663 5,356   58,035 

2．  短期借入金 ※2   5,430,500 8,102,000   4,219,500 

3．  1年以内返済予定の 
   長期借入金 

※2   442,868 534,968   558,968 

4．  未払法人税等     342,102 587,154   733,162 

5． 未払消費税等     ― 24,670   17,111 

6． 繰延税金負債     ― 32,661   6,399 

7．  その他流動負債     227,942 188,129   253,717 

流動負債合計     6,496,075 36.5 9,474,938 35.4   5,846,895 25.4

Ⅱ 固定負債          

1．  新株予約権付社債     ― 4,025,000   4,025,000 

2．  長期借入金 ※2   1,280,542 1,209,149   1,326,633 

3．  繰延税金負債     884,115 721,484   875,274 

4．  預り敷金・保証金     40,837 62,452   61,358 

固定負債合計     2,205,495 12.4 6,018,086 22.4   6,288,266 27.4

負債合計     8,701,571 48.9 15,493,025 57.8   12,135,161 52.8

           
(資本の部)          

Ⅰ 資本金     3,231,788 18.2 ― ―   3,719,288 16.2

Ⅱ 資本剰余金          

1．  資本準備金     2,428,708 ―   2,916,208 

資本剰余金合計     2,428,708 13.6 ― ―   2,916,208 12.7

Ⅲ 利益剰余金          

1．  利益準備金     106,000 ―   106,000 

2．  任意積立金     1,852,733 ―   1,852,733 

3．  中間(当期)未処分利
益     1,253,006 ―   2,008,661 

利益剰余金合計     3,211,740 18.1 ― ―   3,967,395 17.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金     225,436 1.3 ― ―   275,783 1.2

Ⅴ 自己株式     △14,151 △0.1 ― ―   △18,509 △0.1

資本合計     9,083,522 51.1 ― ―   10,860,167 47.2

負債・資本合計     17,785,093 100.0 ― ―   22,995,328 100.0

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金     ― ― 3,719,288 13.9   ― ―

２ 資本剰余金         

(1) 資本準備金     ― 2,916,208   ― 

資本剰余金合計     ― ― 2,916,208 10.9   ― ―

３ 利益剰余金         

(1) 利益準備金     ― 131,000   ― 

(2) その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金     ― 1,140,122   ― 

別途積立金     ― 700,000   ― 

繰越利益剰余金     ― 2,517,749   ― 

利益剰余金合計     ― ― 4,488,871 16.8   ― ―

４ 自己株式     ― ― △20,023 △0.1   ― ―

株主資本合計     ― ― 11,104,346 41.5   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等         

１ その他有価証券 
  評価差額金     ― ― 197,968 0.7   ― ―

２ 繰延ヘッジ損益     ― ― △18,078 △0.0   ― ―

評価・換算差額等 
合計     ― ― 179,889 0.7   ― ―

Ⅲ 新株予約権     ― ― 8,855 0.0   ― ―

純資産合計     ― ― 11,293,091 42.2   ― ―

負債純資産合計     ― ― 26,786,117 100.0   ― ―

          



② 【中間損益計算書】 

  

  

    

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     2,354,439 100.0  2,636,110 100.0   5,882,566 100.0

Ⅱ 売上原価     1,300,930 55.3  1,040,193 39.5   3,257,448 55.4

売上総利益     1,053,509 44.7  1,595,916 60.5   2,625,117 44.6

Ⅲ 販売費及び一般 

  管理費 
    210,239 8.9  207,525 7.9   398,296 6.8

営業利益     843,269 35.8  1,388,390 52.7   2,226,821 37.9

Ⅳ 営業外収益 ※１   4,285 0.2  216,321 8.2   7,088 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２   68,455 2.9  106,872 4.1   197,006 3.4

経常利益     779,100 33.1  1,497,839 56.8   2,036,903 34.6

Ⅵ 特別利益 ※３   702 0.0  17,491 0.7   71,204 1.2

Ⅶ 特別損失 ※４   33,675 1.4  196,698 7.5   27,628 0.4

税引前中間(当期)

純利益 
    746,127 31.7  1,318,632 50.0   2,080,480 35.4

法人税、住民税 

及び事業税 
  329,005    573,489   919,473    

法人税等調整額   △26,067 302,937 12.9 △72,348 501,140 19.0 △77,748 841,725 14.3

中間(当期)純利益     443,189 18.8  817,492 31.0   1,238,755 21.1

前期繰越利益     809,816       809,816  

中間配当額     ―       39,910  

中間(当期)未処分

利益 
    1,253,006       2,008,661  

          



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４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 利益準備金 
その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

平成18年３月31日残高(千円) 3,719,288 2,916,208 106,000 1,152,733 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の分配 － － － － 

 役員賞与 － － － － 

 繰越利益剰余金の振替 － － 25,000 － 

 圧縮積立金の取崩 － － － △12,610 

 中間純利益 － － － － 

 自己株式の取得 － － － － 

 株主資本以外の項目の中間会計

期間の変動額(純額) 
－ － － － 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) － － 25,000 △12,610 

平成18年９月30日残高(千円) 3,719,288 2,916,208 131,000 1,140,122 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金
その他利益
剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 700,000 2,008,661 3,861,395 3,967,395 △18,509 10,584,383 

中間会計期間中の変動額             

 剰余金の分配 － △246,515 △246,515 △246,515 － △246,515 

 役員賞与 － △49,500 △49,500 △49,500 － △49,500 

 繰越利益剰余金の振替 － △25,000 △25,000 － － － 

 圧縮積立金の取崩 － 12,610 － － － － 

 中間純利益 － 817,492 817,492 817,492 － 817,492 

 自己株式の取得 － － － － △1,514 △1,514 

 株主資本以外の項目の中間会計

期間の変動額(純額) 
－ － － － － － 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) － 509,087 496,476 521,476 △1,513 519,962 

平成18年９月30日残高(千円) 700,000 2,517,749 4,357,871 4,488,871 △20,023 11,104,346 



  

  

  

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 275,783 － 275,783 － 10,860,167 

中間会計期間中の変動額           

 剰余金の分配 － － －   △246,515 

 役員賞与 － － －   △49,500 

 繰越利益剰余金の振替 － － －   － 

 圧縮積立金の取崩 － － －   － 

 中間純利益 － － －   817,492 

 自己株式の取得 － － － － △1,514 

株主資本以外の項目の中間会計

期間の変動額(純額) 
△77,815 △18,078 △95,893 8,855 △87,038 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △77,815 △18,078 △95,893 8,855 432,924 

平成18年９月30日残高(千円) 197,968 △18,078 179,889 8,855 11,293,091 



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４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１．資産の評価基準及び

評価の方法 

  

(１)有価証券 
子会社株式及び関連会社

株式 
移動平均法による原価法 

(１)有価証券 
   同左 

(１)有価証券 
   同左 

  その他有価証券 
 時価のあるもの 

  中間決算末日の市場

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) 

その他有価証券 
 時価のあるもの 

     中間会計期間末日の

市場価額等に基づく

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） 

その他有価証券 
 時価のあるもの 

  期末日の市場価格に

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) 

   時価のないもの 

  移動平均法による原

価法。ただし、匿名

組合出資金は個別法

によっており、詳細

は６その他財務諸表

作成のための基本と

なる事項の(4)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)デリバティブ 
   時価法 

(２)デリバティブ 
   同左 

(２)デリバティブ 
   同左 

  (３)たな卸資産 
販売用不動産 

個別法による原価法 

(３)たな卸資産 
販売用不動産 

   同左 

(３)たな卸資産 
 販売用不動産 

   同左 

２．固定資産の減価償却

の方法 

(１)有形固定資産 
定額法 

なお主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物     32年～50年 
機械装置   5年～10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 
 自社利用のソフトウェア

については、社内における

利用可能期間（5年）に基づ

く定額法によっておりま

す。 

   ――――――――― 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

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。 

なお、当中間会計期間に

おいて計上金額はありませ

ん。 

貸倒引当金 

   ――――――――― 

  

貸倒引当金 

   ――――――――― 

  



  

  

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

４．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

常の賃貸借取引にかかる方

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 

 繰延ヘッジ処理によって

おります。なお、金利スワ

ップの特例処理の対象とな

る取引については特例処理

を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワッ

プ、為 替 予

約取引 

 ヘッジ対象…借入金、営

業投資有価

証券 

③ヘッジ方針 

当社の内部規定に基づき

営業活動及び財務活動にお

ける為替変動リスク及び金

利変動リスクをヘッジして

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理の対象となる金

利スワップについては、有

効性の評価を省略しており

ます。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  

  

  

  

③ヘッジ方針 

同左 

  

  

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

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 

同左 

  

  

  

  

  

③ヘッジ方針 

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４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

６．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、税抜方式によってい

ます。なお控除対象外消

費税等については全額当

期の費用として処理して

おります。 

(１)消費税等の会計処理 

同左 

  

  

  

  

  

(１)消費税等の会計処理 

同左 

  

  

  (２)自社ファンドへ譲渡した

不動産についての会計処

理 

 販売用不動産のうち、

自社ファンドへ譲渡した

不動産については、売却

損益を純額で売上高に計

上しております。 

(２)自社ファンドへ譲渡した

不動産についての会計処

理 

同左 

  

  

  

  

(２)自社ファンドへ譲渡した

不動産についての会計処

理 

同左 

  

  

  

  

  (３)営業投融資の会計処理 

 当社がM＆A事業の営業

取引として営業投資目的

で行う投融資（営業投融

資）については、営業投

資目的以外の投融資とは

区別して「営業投資有価

証券」「営業出資金」お

よび「営業貸付金」とし

て「流動資産の部」にま

とめて表示しておりま

す。また、営業投融資か

ら生ずる損益は、営業損

益として表示することと

しております。 

 なお、株式等の所有に

より、営業投資先の意思

決定機関を支配している

要件および営業投資先に

重要な影響を与えている

要件を満たすこともあり

ますが、その所有目的は

営業投資であり、傘下に

入れる目的で行われてい

ないことから、当該営業

投資先は子会社および関

連会社に該当しないもの

としております。 

(３)営業投融資の会計処理 

当社グループがＭ＆Ａ

事業の営業取引として営

業投資目的で行う投融資

(営業投融資)について

は、営業投資目的以外の

投融資とは区分して「営

業投資有価証券」「営業

出資金」及び「営業貸付

金」として「流動資産の

部」にまとめて表示して

おります。また、営業投

融資から生ずる損益は、

営業損益として表示する

こととしております。な

お、株式等の所有によ

り、営業投資先の意思決

定機関を支配している要

件および営業投資先に重

要な影響を与えている要

件を満たすこともありま

すが、その所有目的は営

業投資であり、傘下に入

れる目的で行われていな

いことから、当該営業投

資先は、子会社及び関連

会社に該当しないものと

しております。 

  

(３)営業投融資の会計処理 

同左 



  

  

  

項目 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

  (４)匿名組合出資金の会計処

理 

 当社は匿名組合出資金

の会計処理を行うに際し

て、匿名組合の財産の持

分相当額を「有価証券」

「営業投資有価証券」と

して計上しております。

匿名組合の出資時に「有

価証券」「営業投資有価

証券」を計上し、匿名組

合が獲得した純利益の持

分相当額については、

「売上高」に計上すると

ともに同額を「有価証

券」「営業投資有価証

券」に加減し、営業者か

らの出資金の払戻しにつ

いては「有価証券」「営

業投資有価証券」を減額

させております。 

 なお、匿名組合出資金

は「営業投資有価証券」

「有価証券」または「匿

名組合出資金」として流

動資産に表示しておりま

す。 

(４)匿名組合出資金の会計処  

  理 

当社は匿名組合出資金

の会計処理を行うに際し

て、匿名組合の財産の持

分相当額を「営業投資有

価証券」「営業出資金」

として計上しておりま

す。匿名組合の出資時に

「営業投資有価証券」

「営 業 出 資 金」を 計 上

し、匿名組合が獲得した

純利益の持分相当額につ

いては、「売上高」に計

上するとともに同額を

「営業投資有価証券」

「営 業 出 資 金」に 加 減

し、営業者からの出資金

の払戻しについては「営

業投資有価証券」「営業

出資金」を減額させてお

ります。なお、匿名組合

出資金は「営業投資有価

証券」または「営業出資

金」として流動資産の部

に表示しております。 

(４)匿名組合出資金の会計処

理 

同左 



（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４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

  当中間会計期間から「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関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月

９日))および「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

委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号)を適用しており

ます。 

  これにより損益に与える影響はあり

ません。 

                            (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「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関する意見書」(企

業会計審議会 平成14年８月９日))お

よび「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第6号)を適用しております。 

   これにより損益に与える影響はありま

せん。 

                                 (ストックオプションに関する会計基準) 

  当中間会計期間より、「ストックオ

プション等に関する会計基準」（企業

会計基準第8号 平成17年12月27日）

及び「ストックオプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第11号 平成17年12月27日）

を適用しております。     

これにより、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は8,855千円減少

しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準) 

  当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部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

の部の表示に関する会計基準等の適用

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11,302,314千円であります。 

  なお、中間財務諸表等規則の改正に

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等規則により作成

しております。 

   

                              



表示方法の変更 

  

  

  

  

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97

号)により、証券取引法第２条第２項において、投資事業有限

責任組合及びこれに類する組合への出資を有価証券とみなす

こととされたことに伴い、匿名組合契約による出資金は、前

期まで「匿名組合出資金として表示しておりましたが、当期

より「営業投資有価証券」または「有価証券」として表示し

ております。なお、従来の匿名組合出資金は、「営業投資有

価証券」、「有価証券」にそれぞれ5,394,926千円及び909,017

千円含まれております。 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間まで「有価証券」（当中間会計期間

1,072,348千円）に含めていた不動産ファンド事業における

株式会社、旧有限会社法の有限会社及び有限責任中間法人へ

の出資金を当事業年度より「営業投資有価証券」にまとめて

計上し、その内訳を注記事項（貸借対照表関係※3）にて開

示しております。 

この変更は、当社の投資銀行業務の実態を簡潔かつ明瞭に

表示するためのものであります。 

  当中間会計期間において、会社法及び  会社法の施行に伴

う関係法律の整備に関する法律が施行され、旧有限会社法に

規定する有限会社に対する出資持分が有価証券とみなされる

こととなったため、前中間会計期間まで「営業出資金」（当

中間会計期間末21,500千円）に含めて表示しておりました有

限会社に対する出資持分は、当中間会計期間より「営業投資

有価証券」として表示しております。 

  



注記事項 

  （中間貸借対照表関係） 
  

  

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,242,518千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,325,536千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,280,428千円 

※２ 担保に供している資産は次の

通りです。 

※２ 担保に供している資産は次の通り

です。 

※２ 担保に供している資産は次の通り

です。 

たな卸資産 

（販 売 用 不 動

産） 

1,827,272千円

建物 1,002,941 

土地 1,734,294 

計 4,564,508 

たな卸資産 

（販売用不動産）
1,313,274千円

建物 1,228,982 

土地 1,923,294 

計 4,465,552 

営業投資有価証券 585,000千円

たな卸資産 

（販売用不動産） 
1,687,220 

建物 1,029,666 

土地 1,734,294 

計 5,036,180 

   上記に対応する債務 

短期借入金 1,185,500千円

1年以内返済 

予定の 

長期借入金 

326,868 

長期借入金 1,146,542 

計 2,658,910 

   上記に対応する債務 

短期借入金 550,000千円

1年以内返済 

予定の 

長期借入金 

433,968 

長期借入金 1,209,149 

計 2,193,117 

   上記に対応する債務 

短期借入金 1,300,000千円

1年以内返済 

予定の 

長期借入金 

401,968 

長期借入金 1,291,633 

計 2,993,601 

  ※３ 営業投資有価証券、営業出資金及 

び営業貸付金の内訳 

 前事業年度において「不動産部

門」「Ｍ＆Ａ部門」と表示してお

りましたが、それぞれ「不動産投

資」「企業投資」に変更いたしま

した。尚、金額に影響はありませ

ん。 

 営業投資有価証券      

（単位千円）

（注）匿名組合出資金は証券取引法第２

条第２項において、有価証券とみ

なされる出資金であります。 

不動産 
投資 

企業投資 合計

匿 名

組 合

出 資

金 等

(注) 

1,072,348 9,012,502 10,084,850

株式 ― 1,344,227 1,344,227

合計 1,072,348 10,356,729 11,429,078

※３ 営業投資有価証券、営業出資金及 

び営業貸付金の内訳 

 営業投資有価証券       

（単位千円）

（注）匿名組合出資金は証券取引法第２

条第２項において、有価証券とみ

なされる出資金であります。 

不動産
部門 

Ｍ＆Ａ
部門 

合計 

匿 名
組 合
出 資
金 等
(注) 

1,344,689 7,914,576 9,259,266

株式 ― 1,259,540 1,259,540

合計 1,344,689 9,174,117 10,518,807

   営業出資金       
（単位千円）

  不動産 
投資 

企業投資 合計

匿 名
組 合
出 資
金等 

3,686,300 ― 3,686,300

合計 3,686,300 ― 3,686,300

 営業出資金          
（単位千円） 

  

  不動産
部門 

Ｍ＆Ａ
部門 

合計 

匿名
組合
出資
金等 

3,080,000 ― 3,080,000

株式 ― 24,500 24,500

合計 3,080,000 24,500 3,104,500



  

  

  

（中間損益計算書関係） 

  

  

(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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加     6,025株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買い増し請求による減少   800株 

  

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

                                     営業貸付金          
（単位千円） 
  不動産

部門 
Ｍ＆Ａ
部門 

合計 

貸 付

金 
87,500 ― 87,500 

合計 87,500 ― 87,500 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取配当金 1,150千円

※１ 営業外収益の主要項目
受取配当金 210,776千円

※１ 営業外収益の主要項目 
受取配当金 1,352千円

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 57,389千円
新株発行費 10,935千円

※２ 営業外費用の主要項目
支払利息 79,749千円
為替差損 13,869千円

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 137,814千円
為替差損 24,909千円
新株発行費 18,687千円

※３ 特別利益の主要項目 
投資有価証券売却益 202千円

※３ 特別利益の主要項目
投資有価証券売却益 17,491千円

※３ 特別利益の主要項目 
投資有価証券売却益 70,694千円

※４ 特別損失の主要項目 
過年度損益修正損 23,564千円
役員退職慰労金 10,111千円

※４ 特別損失の主要項目
関係会社株式
評価損失 

196,698千円

※４ 特別損失の主要項目 
過年度損益修正損 16,077千円
役員退職慰労金 10,111千円

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 36,693千円

 ５ 減価償却実施額
有形固定資産 45,107千円
無形固定資産 289千円

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 77,666千円

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 119,701 6,025 800 124,926 



(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９月30日) 

  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９月30日） 

  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18年３月31日) 

  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。 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 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 

(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
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
出しております。 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 
及び 
運搬具 

109,771 4,573 105,197

 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、減損損失累計額
相当額及び期末残高相当額 

(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
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
出しております。 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 
及び 
運搬具 

109,771 22,869 86,902

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、減損損失累計額
相当額及び期末残高相当額 

(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出してお

ります。 

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置
及び 
運搬具 

109,771 13,721 96,049 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額
   １年内     18,295千円  
   １年超     85,902千円  
    合計     104,197千円 

(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
込み法により算出しており
ます。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額
   １年内     18,295千円  
   １年超     68,607千円  
    合計      86,902千円 

(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
資産の中間期末等に占める
割合が低いため、支払利子
込み法により算出しており
ます。 

(2)未経過リース料期末残高相当額 
    １年内     18,295千円 
    １年超     77,754千円  
     合計      96,049千円 
      (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
より算出しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額
   支払リース料  4,573千円 
   減価償却費相当額4,573千円 
  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定
の取崩額、減価償却費相当額、支払
利息相当額及び減損損失 

   支払リース料    9,147千円 
   減価償却費相当額  9,147千円 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定
の取崩額、減価償却費相当額、支払
利息相当額及び減損損失 

    支払リース料     13,721千円 
   減価償却費相当額  13,721千円 

(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 
  

  (5) 減損損失について
 リース資産に配分された減損損失
はありません 

(5)減損損失について 
           同左 



(１株当たり情報) 

（注）１．１株当たり情報の計算については、自己株式数を控除して算出しております。 
   ２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  
次へ 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 ２２７円６０銭 １株当たり純資産額 １３７円３３銭 １株当たり純資産額 １３２円１６銭

  

  

１株当たり中間純利益 １１円８４銭 １株当たり中間純利益 ９円９５銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
８円８９銭

１株当たり当期純利益 １５円２８銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
１５円１４銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、希薄化効果を有
する潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。 

 平成17年11月21日付で当社普通株式
を、１：２の割合で株式分割いたしまし
た。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株当たり情報は次の通りとなりま
す。 

  

前中間会計期間

１株当たり純資産額

114円84銭 

１株当たり中間純利益

7円03銭 

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益 
― 

 平成17年11月21日付で当社普通株式
を、１：２の割合で株式分割いたしまし
た。当該株式分割が前期首に行われたと
仮定した場合の、前事業年度における1
株当たり情報は次の通りとなります。 

  

前事業年度 

1株当たり純資産額 
89円28銭 

1株当たり当期純利益 
9円15銭 

潜在株式調整後  

1株当たり当期純利益 
―  

  

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額     

中間（当期）純利益 (千円) 443,189 817,492 1,238,755

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― 49,500

(うち利益処分による役員賞与金) ― ― (49,500)

普通株式に係る中間（当期） 
純利益 

(千円) 443,189 817,492 1,189,255

普通株式の期中平均株式数 (千株) 37,429 82,170 77,823

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純
利益金額の算定に用いられた普通株式増加
数の主要な内訳(千株) 

 

 転換社債型新株予約権付社債 ― 9,745 267

 新株予約権   ― 19 467

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 
(新株予約権の数600個) 
株主総会の決議日 
 平成16年６月25日 
新株予約権 
(新株予約権の数571個) 
株主総会の決議日 
 平成17年６月24日 

新株予約権
（新株予約権の数1,200個)
株主総会の決議日 
  平成16年６月25日 
新株予約権 
（新株予約権の数1,142個)
株主総会の決議日 
   平成17年６月24日 

新株予約権 
(新株予約権の数1,142個) 
株主総会の決議日 
 平成17年６月24日 



(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

平成17年12月5日開催の当社取締役会において、欧

州を中心とする海外市場（但し、米国を除く。）に

おいて私募を行う2010年12月22日満期円貨建転換社

債型新株予約権付社債の発行を決議いたしました。 
1.発行総額 ： 5,000百万円 

2.発行価額 ： 額面金額の100％

(各社債額面金額5百万円) 

3.募集価格 ： 額面金額の102.5％ 

4.利息 ： 利息は付さない 

5.償還期限 ： 2010年12月22日 
（ロンドン時間）  

6.払込期日及び発行日：2005年12月22日
(ロンドン時間) 

7.資金使途 ： マーチャント・バンキング
事業 

の資金に充当するため 
8.担保又は保証 : なし 

9.発行する新株予約権の総数 ： 1,000個

10. 新株予約権の行使請求期間 ： 
    2006年1月5日（ルクセンブルグ時間）から

2010年12月8日の本新株予約権の行使のため
に本新株予約権付社債が預託された場所の銀
行営業終了時までとする。但し、2010年12月
8日までに本社債の社債要項に定める事由の
発生に基づき当社の選択によって本新株予約
権付社債が繰上償還された場合には、当該償
還日の東京における3営業日前の上記の場所
の銀行営業終了時までとする。但し、当社が
当該償還日に本社債全額の償還を行えない場
合又は本新株予約権付社債の所持人が債務不
履行事由が発生したことを理由として当社に
対して本新株予約権付社債について期限の利
益を喪失せしめる旨の通知をした場合には、
本新株予約権の行使請求期間は、期限が到来
した本社債の元本金額全額を本新株予約権付
社債の所持人が受領した日（2010年12月8日
より前の日であることを要する。）に終了す
る。 

11.新株予約権の行使に際して払込をなすべき額： 
  ①新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき 

額は、本社債の発行価額と同額とする。 
 ②本新株予約権の行使に際して払込をなすべき当

社普通株式1株当たりの額は当初413円とする。 
   なお、商法341条ノ3第1項第7号及び第8号によ
り、新株予約権を行使したときは、当該新株予
約権に係る社債の金額の償還に代えて、当該新
株予約権の行使に際して払込をなすべき額の金
額の払込とする請求があったものとみなす。 

12.繰上償還条項 ：  
大阪証券取引所における当社普通株式の終値

が、当該各取引日において30連続取引日（終値
の無い日を除く）にわたり、当該各取引日にお
いて適用のある転換価額の120％以上であった場
合、社債額面金額にて繰上償還可能、等一定の
場合について繰上償還が可能。 

                                平成18年5月26日に開催された
取締役会にて決議され、同日付で締
結した株式売買契約に基づき、平成
18年5月31日、株式会社石野コーポ
レーション（以下、「対象会社」と
いう）の株式の100%を取得し、連結
子会社といたしました。 
1 株式取得の理由 
 対象会社は、現在、複数の不動
産物件を保有し、不動産賃貸事業
を行っております。今般、当社
は、対象会社株式の100%を取得
し、連結子会社とすることで、今
後、対象会社を通じた不動産投資
事業の拡充をはかることと致しま
した。当社グループにおいては、
今後、対象会社を通じた不動産投
資事業をマーチャント・バンキン
グ事業部門の一つに位置づけ、グ
ループ全体の一層の収益力強化を
図って生きたいと考えておりま
す。なお、対象会社の臨時株主総
会及び取締役会において、商号変
更、代表者変更、本店所在地等の
変更をいたしました。 
2 対象会社の概要 
(1)商号 

株式会社石野コーポレーシ
ョン 

(2)代表者 
 代表取締役 石野謙司 

(3)所在地  
東京都港区新橋二丁目12番 
7号 

(4)設立年月日  
昭和12年4月16日 

(5)主な事の内容 
不動産の所有・賃貸・管理
務等 

(6)資本金 
50百万円 

(7)総資産 
3,270百万円(平成17年９月
期) 

3 商号等変更後の対象会社の概
要 

(1)商号 
株式会社エー・アイ・プロ
パティーズ 

（英 文 名 ： AI  Properties 
Co.,Ltd.） 

(2)代表者 
代表取締役 佐々木博文
（当社取締役） 

(3)所在地 
東京都千代田区内幸町一丁
目1番1号 

(4)主な事業の内容 
不動産の所有、賃貸、管
理、売買及び信託受益権の
保有並びに売買 

(5)資本金 
   50百万円 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 当社は平成17年６月24日開催の取締役会におい
て、株式分割による新株式の発行を行う旨の決議に
基づき、11月21日に株式分割を行っております。当
該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 
1.平成17年11月21日をもって平成17年９月30日最終
の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は登録され
た株主の所有株式数を、１株につき２株の割合を
もって分割する。 

2.分割により増加する株式数 
  普通株式 39,965,398株 
3.配当起算日 平成17年10月１日 
 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合
における(１株当たり情報)の各数値は以下の通りで
あります。 
前中間会計期間 
(自 平成16年 
   ４月１日 
至 平成16年 
   ９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年 
   ４月１日 
至 平成17年 
   ９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年 
   ４月１日 
至 平成17年 
   ３月31日) 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

83.47円 113.80円 89.28円 
１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
中間純利益 

１株当たり 
中間純利益 

3.47円 5.92円 9.15円 

                                                    

  



  

(2) 【その他】 

第83期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）中間配当については、平成18年11月14日開催の取締役会
において、平成18年９月30日の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当
を行うことを決議いたしました。 

  

  

  

① 中間配当金の総額 41,083千円 

② １株当たり中間配当金  50銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成18年12月６日 



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。 

   

  

  

  有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第82期) 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

  平成18年６月27日 
東海財務局長に提出。 



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１２月１４日

アセット・インベスターズ株式会社 

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」に掲げられているアセット・インベス

ターズ株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３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４月１日から

平成１７年９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、アセット・インベスターズ株式会社及び連結子会社の平成１７年９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４月１日から平成１７年９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 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年１２月５日開催の取締役会において、２０１０年１２月２２日満期円

貨建転換社債型新株予約権付社債５，０００，０００千円の発行を決議した。 

  

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 青 山 裕 治 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 中 俊 之 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２５日

アセット・インベスターズ株式会社 

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」に掲げられているアセット・インベスター

ズ株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３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４月１日から平成

１８年９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、ア

セット・インベスターズ株式会社及び連結子会社の平成１８年９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４月１日から平成１８年９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。 
  
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 青 山 裕 治 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 中 俊 之 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 田 亮 一 

      

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 監 査 法 人 
  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 遠 藤   了 

      

  業務執行社員 公認会計士 小笠原   直 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

アセット・インベスターズ株式会社 

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」に掲げられているアセット・インベス

ターズ株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第８２期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から

平成１７年９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、アセッ

ト・インベスターズ株式会社の平成１７年９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４月１日

から平成１７年９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 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年１２月５日開催の取締役会において、２０１０年１２月２２日満期円

貨建転換社債型新株予約権付社債５，０００，０００千円の発行を決議した。 

  

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 青 山 裕 治 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 中 俊 之 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２５日

アセット・インベスターズ株式会社 

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」に掲げられているアセット・インベスター

ズ株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第８３期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成

１８年９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、アセット・

インベスターズ株式会社の平成１８年９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４月１日から

平成１８年９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。 

  

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 青 山 裕 治 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 中 俊 之 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 田 亮 一 

      

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 監 査 法 人 
  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 遠 藤   了 

      

  業務執行社員 公認会計士 小笠原   直 

      


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	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

	(2)新株予約権等の状況
	(3)発行済株式総数、資本金等の状況
	(4)大株主の状況
	(5)議決権の状況
	①発行済株式
	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
	３役員の状況

	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
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書
	④中間連結株主資本等変動計算書
	⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/72
	pageform2: 2/72
	form1: EDINET提出書類  2006/12/26 提出
	form2: アセット・インベスターズ株式会社(202029)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/72
	pageform4: 4/72
	pageform5: 5/72
	pageform6: 6/72
	pageform7: 7/72
	pageform8: 8/72
	pageform9: 9/72
	pageform10: 10/72
	pageform11: 11/72
	pageform12: 12/72
	pageform13: 13/72
	pageform14: 14/72
	pageform15: 15/72
	pageform16: 16/72
	pageform17: 17/72
	pageform18: 18/72
	pageform19: 19/72
	pageform20: 20/72
	pageform21: 21/72
	pageform22: 22/72
	pageform23: 23/72
	pageform24: 24/72
	pageform25: 25/72
	pageform26: 26/72
	pageform27: 27/72
	pageform28: 28/72
	pageform29: 29/72
	pageform30: 30/72
	pageform31: 31/72
	pageform32: 32/72
	pageform33: 33/72
	pageform34: 34/72
	pageform35: 35/72
	pageform36: 36/72
	pageform37: 37/72
	pageform38: 38/72
	pageform39: 39/72
	pageform40: 40/72
	pageform41: 41/72
	pageform42: 42/72
	pageform43: 43/72
	pageform44: 44/72
	pageform45: 45/72
	pageform46: 46/72
	pageform47: 47/72
	pageform48: 48/72
	pageform49: 49/72
	pageform50: 50/72
	pageform51: 51/72
	pageform52: 52/72
	pageform53: 53/72
	pageform54: 54/72
	pageform55: 55/72
	pageform56: 56/72
	pageform57: 57/72
	pageform58: 58/72
	pageform59: 59/72
	pageform60: 60/72
	pageform61: 61/72
	pageform62: 62/72
	pageform63: 63/72
	pageform64: 64/72
	pageform65: 65/72
	pageform66: 66/72
	pageform67: 67/72
	pageform68: 68/72
	pageform69: 69/72
	pageform70: 70/72
	pageform71: 71/72
	pageform72: 72/72


