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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】 

（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．平成15年３月期（第20期）及び平成17年３月期（第22期）の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されており、また希薄化効果を有する潜在株式がないため、記載して

おりません。 

３．平成16年３月期（第21期）の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜

在株式がないため記載しておりません。 

４．平成19年３月期（第24期）より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 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」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高（百万円） 11,500 15,636 12,778 20,444 30,726 

経常利益又は経常損失（△）

（百万円） 
△3,124 502 255 4,604 4,332 

当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
△9,635 554 △8,406 6,557 4,777 

純資産額（百万円） 20,456 22,195 13,914 37,774 97,699 

総資産額（百万円） 101,175 80,595 62,448 77,240 138,556 

１株当たり純資産額（円） 70,784.92 76,732.96 48,148.06 87,554.25 97,413.80 

１株当たり当期純利益金額又

は１株当たり当期純損失金額

（△）（円） 

△33,339.75 1,849.92 △29,088.32 17,287.78 11,128.89 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
－ － － 17,268.79 11,116.17 

自己資本比率（％） 20.2 27.5 22.3 48.9 30.2 

自己資本利益率（％） － 2.6 － 25.4 12.0 

株価収益率（倍） － 131.4 － 43.2 28.0 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
5,344 15,620 6,149 10,678 △2,843 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△371 3,633 558 3,162 1,401 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
3,099 △22,559 △9,955 △11,893 306 

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円） 
11,160 7,816 4,463 7,154 6,020 

従業員数（名） 166 163 153 
189 

(20) 

193 

(24) 



５．平成19年３月期（第24期）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 平成18年９月８日 実務対応報告第20号）を適用し、また、当社及び投

資事業組合等を除く連結子会社（以下「当社グループ」という。）が運営管理する投資事業組合等への出資

金の会計処理を、連結決算日における投資事業組合等の仮決算による財務諸表に基づき、計上する方法に変

更しております。 

６．平成15年３月期（第20期）及び平成17年３月期（第22期）の自己資本利益率については、当期純損失が計上

されているため、記載しておりません。 

７．平成15年３月期（第20期）及び平成17年３月期（第22期）の株価収益率については、当期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。 

８．従業員数欄の（ ）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であり、外数で記載しております。なお、平成15年

３月期（第20期）、平成16年３月期（第21期）及び平成17年３月期（第22期）については、臨時従業員の各

年間平均雇用人員が各期末の従業員の総数の100分の10を超えておりませんので、記載しておりません。 

９．第23期中（平成17年10月１日）にＳＭＢＣキャピタル株式会社と合併しております。 



（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．平成18年３月期（第23期）の１株当たり配当額には、合併記念配当500円を含んでおります。 

３．平成15年３月期（第20期）及び平成17年３月期（第22期）の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されており、また希薄化効果を有する潜在株式がないため、記載して

おりません。 

４．平成16年３月期（第21期）の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜

在株式がないため記載しておりません。 

５．平成19年３月期（第24期）より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 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」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高（百万円） 11,145 15,305 12,116 20,074 18,995 

経常利益又は経常損失（△）

（百万円） 
△2,850 465 32 4,800 4,233 

当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
△9,319 555 △8,491 6,689 4,622 

資本金（百万円） 11,267 11,267 11,267 18,767 18,767 

発行済株式総数（株） 289,000 289,000 289,000 429,675 429,675 

純資産額（百万円） 20,011 21,793 13,501 37,494 41,397 

総資産額（百万円） 100,302 80,119 61,868 75,958 79,987 

１株当たり純資産額（円） 69,243.95 75,341.07 46,717.57 86,900.58 96,392.71 

１株当たり配当額 

（内１株当たり中間配当額）

（円） 

－ 

(－) 

500 

(－) 

－ 

(－) 

2,000 

(－) 

2,000 

(－) 

１株当たり当期純利益金額又

は１株当たり当期純損失金額

（△）（円） 

△32,246.27 1,854.48 △29,382.86 17,646.71 10,767.83 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
－ － － 17,627.34 10,755.52 

自己資本比率（％） 20.0 27.2 21.8 49.4 51.7 

自己資本利益率（％） － 2.7 － 26.2 11.7 

株価収益率（倍） － 131.0 － 42.3 29.0 

配当性向（％） － 27.0 － 11.3 18.6 

従業員数（名） 143 146 142 178 
177 

(19) 



６．平成19年３月期（第24期）より、当社が運営管理する投資事業組合等への出資金の会計処理を、当社の決算

日における投資事業組合等の仮決算による財務諸表に基づき、計上する方法に変更しております。 

７．平成15年３月期（第20期）及び平成17年３月期（第22期）の自己資本利益率については、当期純損失が計上

されているため、記載しておりません。 

８．平成15年３月期（第20期）及び平成17年３月期（第22期）の株価収益率については、当期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。 

９．従業員数欄の（ ）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であり、外数で記載しております。なお、平成15年

３月期（第20期）、平成16年３月期（第21期）、平成17年３月期（第22期）及び平成18年３月期（第23期）

については、臨時従業員の各年間平均雇用人員が各期末の従業員の総数の100分の10を超えておりませんの

で、記載しておりません。 

10．第23期中（平成17年10月１日）にＳＭＢＣキャピタル株式会社と合併しております。 



２【沿革】 

年 当社（旧大和ファイナンス株式会社） 旧日本インベストメント・ファイナンス株式会社 

昭和57年   ８月 東京都新宿区西新宿に日本インベストメン

ト・ファイナンス株式会社を設立、投資業

務、ファンド運営管理業務を開始 

昭和58年 10月 東京都中央区八重洲に大和抵当証券株式会

社を設立、融資業務、抵当証券業務を開始 

３月 大阪支店（現関西支社）を開設 

４月 同社で初めての民法上の任意組合である、

投資事業組合「ＮＩＦ１号」を設立 

昭和59年   １月 NIF International(Asia)Ltd.（現NIF SMBC

Ventures Asia Limited）を香港に設立（現

連結子会社） 

名古屋支店（現中部支社）、福岡支店（現

九州支社）を開設 

平成元年 ７月 大和クレジットサービス株式会社を合併

し、クレジットカード業務に進出するとと

もに商号を大和ファイナンス株式会社に変

更 

  

平成２年   ６月 同社で初めての外国籍会社型ファンドであ

る、「Asia-Pacific Ventures Limited」を

設立 

平成４年   ３月 エヌ・アイ・エフ事務サービス株式会社

（現エヌ・アイ・エフＳＭＢＣ事務サービ

ス株式会社）を設立（現連結子会社） 

８月 東京都中央区日本橋に本店を移転 

平成６年 ４月 東京都品川区西五反田に本店を移転   

平成８年   ６月 NIF Ventures USA,Inc.（現NIF SMBC  

Ventures USA,Inc.）を米国に設立（現連結

子会社） 

平成11年   ４月 同社で初めての投資事業有限責任組合であ

る、投資事業有限責任組合「しょうなん産

学連携ファンド」を設立 

８月 東京都中央区京橋に本店を移転 

平成12年 ２月 東京都中央区京橋に本店を移転 

３月 クレジットカード業務部門を株式会社大和

カードサービスに営業譲渡 

  

  ４月 日本インベストメント・ファイナンス株式

会社を合併し、商号をエヌ・アイ・エフ 

ベンチャーズ株式会社に変更 

４月 大和ファイナンス株式会社との合併に伴

い、会社清算 



  当社（エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社） 

平成13年 １月 抵当証券業務から撤退 

２月 ケンブリッジ大学（英国）が設立した起業家支援組織「アントレプレナーシップセンター」の顧

問会員資格を取得 

平成14年 ３月 社団法人日本証券業協会に店頭売買銘柄として登録 

平成15年 １月 中小企業総合事業団と共同で、「エヌアイエフ産学連携ファンド１号投資事業有限責任組合」を

設立 

平成16年 １月 ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社を設立（現連結子会社） 

２月 ＮＩＦコーポレート・マネジメント株式会社を設立（現連結子会社） 

６月 ＮＩＦコーポレート・インベストメンツ株式会社を設立（現連結子会社） 

11月 上海駐在員事務所開設 

12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 

平成17年 10月 ＳＭＢＣキャピタル株式会社と合併し、エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社に商号

を変更 

平成19年 ６月 東京都千代田区九段北に本店を移転 



３【事業の内容】 

（1）当社を中心とする企業集団の事業内容 

 当社を中心とする企業集団は、当社、子会社41社（29組合を含む）及び関連会社２社で構成されており、プライ

ベート・エクイティ投資事業を行っております。 

（投資業務） 

 当社を中心とする企業集団が行う投資業務は、その投資対象・手法に応じて、ベンチャー投資（以下「ＶＣ投

資」という。）とバイアウト投資に分類されます。 

 ＶＣ投資は、デジタルテクノロジーやライフサイエンスなどに代表される先端技術を有する企業やコンテンツ、

サービスなどの分野で独自または新しいビジネスモデルを持つ有望企業を対象に、資金面のみならず、経営全般に

わたりサポートを行うハンズオン型の投資を基本としております。 

 一方、バイアウト投資は、大企業の子会社や事業部門のスピンオフ・スピンアウト、非上場化を志向する上場企

業、事業継承問題を抱えている企業など、優良な経営資源を有する中堅企業を対象に、ＭＢＯ（マネジメントバイ

アウト）の手法等により、経営陣の方々のパートナーとして積極的に経営に関与し、事業再構築を支援しておりま

す。 

 なお、これらの投資には、当社グループの自己資金を原資とした投資（プロパー投資）及び当社グループが運営

するファンド[*１]の組合出資金を原資とした投資（組合投資）があります。 

（ファンドの運営管理業務） 

 ＶＣ投資及びバイアウト投資ともに、国内外の投資家の皆様からご出資いただいた資金で組成したファンドから

投資を行っております。これらのファンドを運営管理することによる管理報酬や成功報酬、さらに事務（経理事務

や有価証券の現物管理など）を代行することにより、事務代行手数料を得ております。 

投資事業における各社の役割は次のとおりであります。 

① 国内外における投資対象企業の発掘及び調査業務 

当社 

ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社（連結子会社） 

ＮＩＦコーポレート・マネジメント株式会社（連結子会社）  

ＮＳキャピタル株式会社（連結子会社） 

NIF SMBC Ventures USA,Inc.（連結子会社） 

NIF SMBC Ventures Asia Limited（連結子会社） 

② ファンドの事務代行及び運営管理業務 

当社 

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣ事務サービス株式会社（連結子会社） 

ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社（連結子会社） 

ＮＩＦコーポレート・マネジメント株式会社（連結子会社）  

ＮＳキャピタル株式会社（連結子会社） 

ＮＩＦコーポレート・インベストメンツ株式会社（連結子会社） 

  

なお、ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社は、平成19年４月１日に当社と合併いたしました。  

─────────────── 

[*１] ファンド（投資事業組合等） 

投資事業有限責任組合契約に関する法律上の組合、民法上の任意組合、商法上の匿名組合等を指しております。 



 当社を中心とする企業集団の事業の系統図は、次のとおりであります。 

（注）１．ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社は、平成19年４月１日に当社と合併いたしました。 

   ２．上記のほかに、当社関連会社には、未上場企業等の株価算定等を行うバリュエーション＆リサーチ株

式会社、ファンドの運営管理会社であるMeitung Ltd.があります。 

（2）株式会社大和証券グループ本社、株式会社三井住友銀行及び株式会社三井住友フィナンシャルグループとの関係

 当社は、前述のとおり、当社、子会社41社（29組合を含む）及び関連会社２社から構成される企業集団を形成す

る一方、株式会社大和証券グループ本社の連結子会社として、同社を中心とする企業集団（以下「大和証券グルー

プ」という。）に属しております。 

 また、当社は、株式会社三井住友銀行及び同行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの関連

会社として、同社を中心とする企業集団（以下「三井住友フィナンシャルグループ」という。）とも関係を有して

おります。 

 当社は、証券業を中心とした投資・金融サービスを行う大和証券グループと、銀行業を中心とした金融サービス

を行う三井住友フィナンシャルグループのそれぞれにおけるプライベート・エクイティ投資事業の一翼を担ってお

ります。 



４【関係会社の状況】 

当連結会計年度より、「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 平成18年９月８日 実務対応報告第20号）を適用したため、当社グループで運営している投資事業

組合等の一部（29組合）が当社の関係会社になっております。 

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 

（被所有）割合 

関係内容 

所有割合 

（％） 

被所有割合

（％） 

（親会社）             

株式会社大和証券グル

ープ本社 

（注）６ 

東京都千代田

区 
178,324 

子会社・関

連会社の支

配、管理 

－ 46.3 － 

（連結子会社）             

エヌ・アイ・エフＳＭ

ＢＣ事務サービス株式

会社 

（注）３ 

東京都中央区 10 投資事業 100.0 － 

当社が運営管理する

ファンドの事務代行

を行っております。 

ＮＩＦキャピタルマネ

ジメント株式会社 

（注）３．４ 

東京都中央区 10 同上 100.0 － 

投資対象企業の発掘

及びファンドの運営

管理を行っておりま

す。 

役員の兼任 １名 

ＮＩＦコーポレート・

マネジメント株式会社 

（注）３ 

東京都中央区 10 同上 100.0 － 

投資対象企業の発掘

及びファンドの運営

管理を行っておりま

す。 

役員の兼任 １名 

ＮＩＦコーポレート・

インベストメンツ株式

会社 

（注）３ 

東京都中央区 10 同上 
100.0 

 （100.0）
－ 

ファンドの運営管理

を行っております。 

役員の兼任 １名 

ＮＳキャピタル株式会

社 

（注）３ 

東京都中央区 10 同上 100.0 － 

投資対象企業の発掘

及びファンドの運営

管理を行っておりま

す。 

NIF SMBC Ventures  

USA,Inc. 
米国 

米ドル 

200,000 
同上 100.0 － 

投資対象企業の斡旋

及び投資先企業の管

理を行っておりま

す。 

役員の兼任 １名 

NIF SMBC Ventures  

Asia Limited 
香港 

米ドル 

200,000 
同上 100.0 － 

投資先企業の管理を

行っております。 

投資事業組合「ＮＩＦ

アジア50－Ａ」 

東京都千代田

区  
1,189 同上 8.6 － 

当社グループが発掘

する国内外の有望な

未上場企業等への投

資を行っておりま

す。 

投資事業組合「ＮＩＦ

アジア50－Ｂ」 
同上 1,189 同上 8.6 － 同上 

投資事業組合「日台新

企業投資」 

（注）２ 

同上 2,039 同上 3.3 － 同上 

投資事業組合「ＮＩＦ

ベンチャー21－Ａ」 
同上 1,216 同上 3.2 － 同上 

 



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 

（被所有）割合 

関係内容 

所有割合 

（％） 

被所有割合

（％） 

投資事業組合「ＮＩＦ

ベンチャー21－Ｂ」 

東京都千代田

区  
1,216 投資事業 9.7 － 

当社グループが発掘

する国内外の有望な

未上場企業等への投

資を行っておりま

す。 

投資事業組合「ＮＩＦ

ニューテクノロジーフ

ァンド’98」 

同上 1,270 同上 10.0 － 同上 

投資事業組合「ＮＩＦ

ニューテクノロジーフ

ァンド’99－Ａ」 

（注）２ 

同上 2,071 同上 7.5 － 同上 

投資事業組合「ＮＩＦ

ニューテクノロジーフ

ァンド’99－Ｂ」 

（注）２ 

同上 2,071 同上 10.0 － 同上 

投資事業組合「ＮＩＦ

ニューテクノロジーフ

ァンド2000／１号」 

（注）２ 

同上 6,703 同上 10.2 － 同上 

投資事業組合「ＮＩＦ

ニューテクノロジーフ

ァンド2000／２号」 

（注）２ 

同上 6,763 同上 10.4 － 同上 

投資事業組合「ＮＩＦ

21－ＯＮＥ（１

号）」  

（注）２．７ 

同上 7,978 同上 9.1 － 同上 

投資事業組合「ＮＩＦ

21－ＯＮＥ（２号－

Ａ）」  

（注）２ 

同上 4,803 同上 13.3 － 同上 

投資事業組合「ＮＩＦ

21－ＯＮＥ（２号－

Ｂ）」  

（注）２ 

同上 4,803 同上 10.0 － 同上 

投資事業有限責任組合

エヌアイエフ日米欧ブ

リッジファンド 

（注）２ 

同上 6,570 同上 17.8 － 同上 

投資事業有限責任組合

エヌアイエフグローバ

ルファンド 

（注）２ 

同上 9,316 同上 16.4 － 同上 

エヌアイエフ産学連携

ファンド１号投資事業

有限責任組合 

（注）２ 

同上 1,942 同上 50.0 － 

当社グループが発掘

する国内の有望な未

上場企業等への投資

を行っております。 

テイクオフジャパン１

号投資事業有限責任組

合 

（注）２．５ 

同上 2,320 同上 
93.7 

(0.0) 
－ 同上 

 



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 

（被所有）割合 

関係内容 

所有割合 

（％） 

被所有割合

（％） 

エヌアイエフジャパン

ファンド投資事業有限

責任組合 

（注）２ 

東京都千代田

区  
2,683 投資事業 9.7 － 

当社グループが発掘

する国内の有望な未

上場企業等への投資

を行っております。 

ＮＩＦ－ＰＡＭＡ企業

支援ファンドＡ号投資

事業有限責任組合 

（注）２ 

同上 10,654 同上 
41.8 

(11.3) 
－ 

当社グループが発掘

する国内外の有望な

未上場企業等への投

資を行っておりま

す。 

ＮＩＦベンチャーキャ

ピタルファンド2005Ｔ

ＯＫＹＯ投資事業有限

責任組合 

（注）２ 

同上 1,956 同上 30.1 － 

当社グループが発掘

する国内の有望な未

上場企業等への投資

を行っております。 

ＮＩＦベンチャーキャ

ピタルファンド2005Ｈ

－１投資事業有限責任

組合 

（注）２ 

同上 3,357 同上 31.4 － 

当社グループが発掘

する国内外の有望な

未上場企業等への投

資を行っておりま

す。 

ＮＩＦベンチャーキャ

ピタルファンド2005Ｈ

－２投資事業有限責任

組合 

（注）２ 

同上 6,522 同上 32.4 － 同上 

ＮＩＦベンチャーキャ

ピタルファンド2005Ｈ

－３投資事業有限責任

組合 

同上 767 同上 37.5 － 同上 

ＮＩＦベンチャーキャ

ピタルファンド2005Ｌ

－１投資事業有限責任

組合 

同上 200 同上 50.0 － 

当社グループが発掘

する国内の有望な未

上場企業等への投資

を行っております。 

ＮＩＦベンチャーキャ

ピタルファンド2005Ｌ

－２投資事業有限責任

組合 

同上 600 同上 50.0 － 同上 

ＮＩＦベンチャーキャ

ピタルファンド2005Ｇ

－１投資事業有限責任

組合 

同上 392 同上 50.0 － 同上 

ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｖ20

06Ｓ１投資事業有限責

任組合 

（注）２ 

同上 5,250 同上 
54.3 

(29.5) 
－ 

当社グループが発掘

する国内外の有望な

未上場企業等への投

資を行っておりま

す。 

ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｖ20

06Ｓ２投資事業有限責

任組合 

（注）２ 

同上 6,500 同上 35.4 － 同上 

ＮＩＦ－ＪＩＰ投資事

業組合 

（注）２ 

同上 9,669 同上 
36.2 

(36.2) 
－ 

当社グループが発掘

する国内の有望な未

上場企業等への投資

を行っております。 

 



 （注）１．「議決権の所有（被所有）割合」の（ ）は、間接所有（被所有）割合であり、内数で記載しております。

また、投資事業組合については、当該投資事業組合に対する出資割合を記載しております。 

なお、同欄の（ ）は、間接出資割合であり、内数で記載しております。 

２．特定子会社に該当します。 

３．エヌ・アイ・エフＳＭＢＣ事務サービス株式会社、ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社、ＮＩＦコーポ

レート・マネジメント株式会社、ＮＩＦコーポレート・インベストメンツ株式会社及びＮＳキャピタル株式

会社の上記住所は登記上の本店所在地であり、現住所は東京都千代田区であります。 

４．ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社は、当該業務のうち投資先の発掘及びその管理業務については完了

したため、平成19年４月１日付で当社と合併いたしました。 

５．テイクオフジャパン１号投資事業有限責任組合は、当該事業目的が完了する見通しとなったため、平成19年

５月18日をもって解散いたしました。 

６．株式会社大和証券グループ本社、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行は有

価証券報告書を提出しております。 

７．投資事業組合「ＮＩＦ21－ＯＮＥ（１号）」については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）

の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 

主要な損益情報等   (1)売上高         3,239百万円 

                      (2)経常利益         443百万円 

                      (3)当期純利益       443百万円 

                      (4)純資産額       4,752百万円 

                      (5)総資産額       4,782百万円 

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 

（被所有）割合 

関係内容 

所有割合 

（％） 

被所有割合

（％） 

（その他の関係会社）             

株式会社三井住友フィ

ナンシャルグループ 

（注）６ 

東京都千代田

区 
1,420,877 

傘下子会社

の経営管

理、並びに

それに付帯

する業務  

－ 
40.1 

（40.1）
－ 

株式会社三井住友銀行 

（注）６ 

東京都千代田

区 
664,986 銀行業 － 40.1 

事業資金の借入 

役員の兼任 １名 



５【従業員の状況】 

（1）連結会社の状況 

事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（人材会社からの派遣社員を含む。）は、年間の平均人員を 

   （ ）外数で記載しております。 

２．その他として、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）１．従業員数は就業人員であり、執行役員14名及び受入出向者35名を含んでおります。また、臨時従業員（人材

会社からの派遣社員を含む。）は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

        ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

（3）労働組合の状況 

 当社グループの従業員のうち59名が、大和証券グループ従業員組合の組合員となっております。 

 なお、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年３月31日現在

事業部門の名称 従業員数（名） 

投資事業部門 148 (17) 

その他 45 (7) 

合計 193 (24) 

  平成19年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円） 

177 (19)  41歳 9ヶ月  7年 1ヶ月 11,765,685 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（1）業績 

当連結会計年度のわが国経済は、原油価格の高騰や米国経済の減速懸念はあったものの、高水準で推移する企業

業績を背景とした設備投資の拡大に加え、雇用情勢にも改善の兆しが見られるなど、全体としては緩やかな拡大基

調を維持してきました。  

かかる環境の中、国内の新規上場企業数は合計で187社（前連結会計年度167社）となり、堅調に推移いたしまし

たが、新興市場の低迷基調が続き、新規上場企業の株価にも影響が及んできました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は30,726百万円（前連結会計年度20,444百万円）、経常利益は4,332百万円

（前連結会計年度4,604百万円）となり、当期純利益は4,777百万円（前連結会計年度6,557百万円）となりまし

た。 

なお、当連結会計年度より、「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 平成18年９月８日 実務対応報告第20号）を適用し、当社グループで運営している投

資事業組合等の一部を連結の範囲に加えることとしたため、当連結会計年度の連結貸借対照表の総資産・純資産、

連結損益計算書の売上高・売上原価、また経常利益などが前連結会計年度に比べ大きく変動しております。詳細に

ついては、「第５ 経理の状況 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 １．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社数 （会計方針の変更）」に記載のとおりであります。 

また、当社グループが運営管理する投資事業組合等については、連結決算日における投資事業組合等の仮決算に

よる財務諸表に基づき、計上する方法に変更しております。詳細については、「第５ 経理の状況 連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項」の「３．連結子会社の事業年度等に関する事項 （追加情報）」及び「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重要な事項 ② 投資事業組合等（連結子会

社以外）への出資金の会計処理 （会計方針の変更）」に記載のとおりであります。 

前連結会計年度の数値については、平成17年10月１日のＳＭＢＣキャピタルとの合併により、平成17年９月30日

までの旧エヌ・アイ・エフ ベンチャーズの実績と、平成17年10月１日以降平成18年３月31日までのエヌ・アイ・

エフＳＭＢＣベンチャーズの実績によるものとなっております。 

投資事業部門の営業活動は、次のとおりであります。 

（投資活動の状況） 

当連結会計年度における当社グループの総投資実行額（プロパー投資と組合投資の合計額）は204社の37,086百

万円（前連結会計年度148社の25,061百万円）となりました。 

ＶＣ投資においては、198社の23,915百万円（前連結会計年度145社の19,930百万円）となり、地域別で見ます

と、国内投資は187社の20,899百万円（前連結会計年度133社の17,259百万円）、海外投資は11社の3,016百万円

（前連結会計年度12社の2,671百万円）となりました。 

バイアウト投資等においては、キューサイ株式会社に対する公開買付（ＴＯＢ）の実施やアルメックスＰＥ株式

会社等への投資により、６社の13,170百万円（前連結会計年度３社の5,130百万円）となりました。 

また、当連結会計年度の当社グループの投資先新規上場企業数は、国内で38社（前連結会計年度23社）、海外で

３社（前連結会計年度６社）、国内外合計で41社（前連結会計年度29社）となりました。 

投資実行額及び投資残高の詳細については、「２ 営業の状況 （2）投資の状況」に記載のとおりでありま

す。 

（ファンドの運営管理業務） 

当連結会計年度においては、当社グループが運営するファンドとして新たに「ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｖ２００６」シ

リーズ（コミットメント総額58,300百万円）を設立しました。また、過年度に設立した「ＳＭＢＣキャピタル７号

投資事業有限責任組合」のコミットメント総額が追加出資により2,000百万円増加しました。その結果、新規設立

及び追加出資により増加したコミットメント総額は、60,300百万円（前連結会計年度4,620百万円）となりまし

た。 

一方、当連結会計年度の投資事業組合等運営報酬は、成功報酬が746百万円（前連結会計年度2,044百万円）に減

少し、全体で2,702百万円（前連結会計年度4,680百万円）となりました。 



（2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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・フローは2,843百万円のキャッシュアウトフロー(前連結会計年度10,678百万円のキ

ャッシュインフロー)となりました。これは、主に営業投資有価証券の投資を行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・フローは1,401百万円のキャッシュインフロー(前連結会計年度3,162百万円のキャ

ッシュインフロー)となりました。これは主に投資有価証券の売却によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは306百万円のキャッシュインフロー(前連結会計年度11,893百万円のキャッ

シュアウトフロー)となりました。これは主に投資資金の調達によるものであります。 

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,134百万円減少し、

6,020百万円となりました。 



２【営業の状況】 

（1）売上高の内訳 

 （注）１．営業投資有価証券売上高 

投資先企業の発行する株式等を取得後、当該企業株式等を有利な機会等に売却することにより得られる収

入、投資先企業の株式等からの配当及び利息が主なものであります。 

２．投資事業組合等運営報酬 

ファンドの運営管理を行うことによって得られる管理報酬、ファンドの会計期間中に実現したキャピタルゲ

インに応じて得られる成功報酬等が主なものであります。 

３．その他の売上高 

ファンドの運営管理に係る事務（主に経理事務、有価証券現物管理）を代行することによって得られる手数

料等が主なものであります。 

４．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門の名称 売上高の内訳 

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 

当連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

  営業投資有価証券売上高（注）１ 15,479 75.7 27,913 90.8 

    営業投資有価証券売却額 15,304 74.9 27,520 89.5 

    営業投資有価証券利息配当金 174 0.8 393 1.3 

投資事業部門 投資事業組合等運営報酬（注）２ 4,680 22.9 2,702 8.8 

    管理報酬等 2,636 12.9 1,956 6.4 

    成功報酬 2,044 10.0 746 2.4 

  その他の売上高（注）３ 178 0.9 62 0.2 

  合計 20,338 99.5 30,679 99.8 

  営業貸付金利息 87 0.4 47 0.2 

その他 その他の売上高（注）３ 18 0.1 0 0.0 

  合計 105 0.5 47 0.2 

売上高合計 20,444 100.0 30,726 100.0 



（2）投資の状況 

①（a）総投資実行額 

（参考情報） 

（注）１．「総投資実行額」は、プロパー投資及び組合投資の合計であります。 

２．同一投資先企業にエクイティと社債等それぞれで投資している場合、上表の社数は１社として集計しているた

め、「エクイティ」欄の社数と「社債等」欄の社数との合計は一致しておりません。 

３．「ＶＣファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する、未上場株式等を対象とする投資ファ

ンドに対する出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。 

  

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 

当連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

社数 
金額 

(百万円) 
社数 

金額 
(百万円) 

ＶＣ投資 
エクイティ 140 18,287 198 23,915 

社債等 8 1,642 1 0 

小計 145 19,930 198 23,915 

バイアウト

投資等 

エクイティ 3 5,130 6 13,170 

社債等 － － － － 

小計 3 5,130 6 13,170 

合  計 148 25,061 204 37,086 

ＶＣファンド等への出資 23 1,880 21 3,006 

総投資実行額＋ 

ＶＣファンド等への出資 
171 26,941 225 40,092 



 （b）ＶＣ投資の業種別実行額 

 （c）ＶＣ投資の地域別実行額 

  

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 

当連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

社数 
金額 

(百万円) 
社数 

金額 
(百万円) 

ＩＴ関連 50 6,808 85 7,747 

ライフサイエンス関連 38 6,467 31 4,044 

金融 4 567 3 155 

サービス 14 2,034 30 4,807 

流通・外食 8 1,680 10 1,317 

その他 31 2,371 39 5,842 

合   計 145 19,930 198 23,915 

  

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 

当連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

社数 
金額 

(百万円) 
社数 

金額 
(百万円) 

日本 133 17,259 187 20,899 

米国 6 2,191 1 175 

アジア 1 170 6 1,228 

欧州その他 5 309 4 1,612 

合   計 145 19,930 198 23,915 



②（a）総投資残高 

（参考情報） 

（注）１．「総投資残高」は、プロパー投資残高及び組合投資残高の合計であります。 

２．「金額」は取得原価で表示しております。 

３．同一投資先企業にエクイティと社債等それぞれで投資している場合、上表の社数は１社として集計しているた

め、「エクイティ」欄の社数と「社債等」欄の社数との合計は一致しておりません。 

４．「ＶＣファンド等への出資残高」は、当社グループ以外の第三者の運営する、未上場株式等を対象とする投資

ファンドに対する出資残高であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。 

  

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

社数 
金額 

(百万円) 
社数 

金額 
(百万円) 

ＶＣ投資 

エクイティ 1,044 99,213 1,083 102,099 

  上場 34 4,436 27 3,139 

  未上場 1,010 94,776 1,056 98,959 

社債等 50 3,973 36 2,812 

小計 1,072 103,186 1,100 104,912 

バイアウト

投資等 

エクイティ 11 14,383 17 24,996 

  上場 1 645 2 2,062 

  未上場 10 13,738 15 22,934 

社債等 － － － － 

小計 11 14,383 17 24,996 

合  計 1,083 117,569 1,117 129,908 

ＶＣファンド等への出資残高 68 7,876 66 8,316 

総投資残高＋ 

ＶＣファンド等への出資残高 
1,151 125,445 1,183 138,224 



 （b）ＶＣ投資（エクイティ：未上場）の業種別残高 

 （注）「金額」は取得原価で表示しております。 

 （c）ＶＣ投資（エクイティ：未上場）の地域別残高 

 （注）「金額」は取得原価で表示しております。 

  

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

社数 
金額 

(百万円) 
社数 

金額 
(百万円) 

ＩＴ関連 358 39,184 384 37,445 

ライフサイエンス関連 136 18,287 145 21,019 

金融 34 5,814 32 5,295 

サービス 87 7,161 97 7,618 

流通・外食 124 6,803 121 7,528 

その他 271 17,524 277 20,052 

合   計 1,010 94,776 1,056 98,959 

  

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

社数 
金額 

(百万円) 
社数 

金額 
(百万円) 

日本 918 75,339 975 83,078 

米国 29 7,872 22 3,758 

アジア 31 6,474 35 6,979 

欧州その他 32 5,090 24 5,144 

合   計 1,010 94,776 1,056 98,959 



（3）ファンドの状況 

① ファンドの推移状況 

 （注）１．当連結会計年度については、連結決算日における各ファンドの仮決算による財務諸表に基づき、前連結会計

年度については、連結会計年度末直近の各ファンドの事業報告書に基づいて、集計しております。 

２．最初の決算期又は中間決算期が到来しておらず、初年度の事業報告書又は中間決算報告書が作成されていな

いファンドの純資産額については、払込出資金と同額として集計しております。 

３．純資産額には、その他有価証券評価差額金等が含まれております。 

前連結会計年度    2,508百万円 

当連結会計年度    6,182百万円 

② 新規に設立した、またはコミットメント総額が増加したファンド 

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） 

（a）新規に設立したファンド 

（b）コミットメント総額が増加したファンド 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（a）新規に設立したファンド 

（b）コミットメント総額が増加したファンド 

  

前連結会計年度 
平成18年３月31日現在 

当連結会計年度 
平成19年３月31日現在 

ファンド
数 

払込出資
金累計額
(百万円)

純資産額
(百万円)

分配累計
額 
(百万円)

ファンド
数 

払込出資
金累計額 
(百万円) 

純資産額 
(百万円) 

分配累計
額 
(百万円)

運営中 

（清算のため延長中を含む） 
63 196,290 127,252 48,588 67 239,110 140,592 93,773 

清算完了 25 86,199 － 106,010 25 86,199 － 106,010 

合計 88 282,490 127,252 154,599 92 325,310 140,592 199,784 

名   称 
コミットメント総額 

（百万円） 

ＮＩＦ－ＰＡＭＡ企業支援パラレル・ファンド１号匿名組合 3,320 

名   称 
コミットメント 
増加額(百万円) 

 ＮＩＦ－ＰＡＭＡ企業支援ファンドＡ号投資事業有限責任組合 1,300 

名   称 
コミットメント総額 

（百万円） 

「ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｖ２００６」シリーズ 

（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、神戸バイオ・メディカル４号） 
58,300 

名   称 
コミットメント 
増加額(百万円) 

 ＳＭＢＣキャピタル７号投資事業有限責任組合 2,000 



（4）投資先企業新規株式上場等状況 

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） 

  会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 本社所在地 

国内23社 

  
ＧＭＯペイメントゲートウェ

イ㈱ 
平成17年４月４日  東証マザーズ 

非対面分野におけるクレジット

カードの決済処理サービスの提

供等 

東京都 

  大和システム㈱ 平成17年４月６日   東証２部 
建築請負業、マンション企画、

スーパー銭湯運営 
 大阪府 

  日本通信㈱ 平成17年４月21日 ヘラクレス 
携帯電話、ＰＨＳ等移動体通信

回線及び端末の法人向け販売 
東京都 

  ㈱ぐるなび 平成17年４月25日 ヘラクレス 

レストラン検索事業、モール事

業・トレード事業・コンテンツ

プロバイダー等 

東京都 

  ㈱システムリサーチ 平成17年６月13日  ジャスダック 
汎用機、オフコン、パソコンの

システム開発及び保守管理 
愛知県 

  ㈱アドバンスト・メディア 平成17年６月27日 東証マザーズ 
音声認識システム開発及びコン

サルティング 
東京都 

  ＩＭＶ㈱ 平成17年７月20日 ジャスダック 
振動試験及び振動計測装置の製

造・販売 
大阪府 

  ㈱富士バイオメディックス 平成17年８月１日 
名証セント   

レックス  

医薬品等開発支援事業、調剤薬

局事業及びその他の事業 
埼玉県 

  ㈱ディー・ディー・エス 平成17年11月28日 東証マザーズ 

指紋認証システムの開発・販売

及び各種情報機器のソフト及び

ハードに係る開発・設計・製造

業務の受託等 

愛知県 

  ㈱アプレシオ 平成17年11月29日 
 名証セント  

レックス 

複合カフェの直営店運営及びフ

ランチャイズ展開 
東京都 

  
㈱ファンコミュニケーション

ズ 
平成17年11月30日 ジャスダック 

アフィリエイト・プログラム

（成果報酬型広告）運営代行サ

ービス「エーハチネット」の運

営、広告媒体サイトの運営等 

東京都 

  ㈱シニアコミュニケーション 平成17年12月９日 東証マザーズ 

シニア向けビジネスのコンサル

ティング・プロモーションサポ

ートサービスの提供等 

東京都 

  ㈱プロデュース 平成17年12月14日 ジャスダック 

「３Ｄアプリケーションの技

術」を活用した装置及びIR（絶

縁抵抗） 計測技術に基づく装

置の開発、製造、販売等 

新潟県 

  日本パーキング㈱ 平成17年12月21日 ジャスダック 時間貸し駐車場の運営 東京都 

  ㈱カネミツ 平成17年12月22日 大証２部 

自動車、農業機械及び一般機械

用の鋼板製のプーリ設計、開

発、製造及び販売等 

兵庫県 

  ㈱フュートレック 平成17年12月27日 東証マザーズ 

音源ＩＰ（携帯電話用音源 

ＬＳＩの設計データ）の開発及

び販売 

大阪府 

  ㈱フェリシモ 平成18年２月８日 東証２部 
服飾・服飾雑貨及び生活関連品

の通信販売等 
兵庫県 

  ㈱ハウスフリーダム 平成18年２月10日 福証Ｑボード 

不動産仲介事業、新築戸建分譲

事業、建設請負事業、損害保険

代理店事業 

大阪府 

  ㈱丸千代山岡家 平成18年２月17日 ジャスダック ラーメン店の経営 北海道 

  ラサ商事㈱ 平成18年２月28日 東証２部 

食料・資源関連事業、産機・建

機関連事業及び環境設備関連事

業 

東京都 

  クリエイト㈱ 平成18年３月３日 ジャスダック 
パイプ・継手・バルブ等の管工

機材商品の販売 
大阪府 

  ㈱レディ薬局 平成18年３月17日 ジャスダック 
医薬品、化粧品、雑貨、食品等

の販売及び処方箋調剤 
愛媛県 

  ㈱アトリウム 平成18年３月28日 ジャスダック 

不動産流動化事業、サービサー

事業、不動産ファンド事業およ

び不動産融資保証事業 

東京都 

 



（注）１．ＡＩＭ：ロンドン証券取引所の新興企業向け市場 

２．上記のほか、株式交換・合併により以下の投資先４社（国内１社、海外３社）が上場会社に買収されました。

㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ、Compostar Technology Co.Ltd.、

AlgoRx Pharmaceuticals, Inc.、Cyclacel Ltd. 

  会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 本社所在地 

海外６社 

  Don Pon Precision, Inc. 平成17年５月19日 台湾店頭 

携帯電話プラスチックボディ及

びライトガイド、デジタルカメ

ラボディの生産・販売 

台湾 

  Hunt Electronic Co., Ltd. 平成17年６月７日 台湾店頭 監視カメラなどの製造・販売 台湾 

  De Poan Pneumatic Corp 平成17年６月30日 台湾店頭 エア釘打ち機のＯＤＭ生産 台湾 

  Intercytex Group Plc 平成18年２月１日 ＡＩＭ 
皮膚、毛髪、腎臓等の細胞治療

薬の研究開発 
英国 

  Acorda Therapeutics, Inc. 平成18年２月10日 ナスダック 脊髄損傷症治療薬の開発 米国 

  Himax Technologies Inc. 平成18年３月31日 ナスダック LCDドライバICデザインハウス 台湾 



当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 本社所在地 

国内38社 

  ㈱ジェイテック 平成18年４月４日  ヘラクレス 

主に技術者派遣に特化したテク

ニカルアウトソーシング事業及

び一般派遣事業 

東京都 

  ㈱ラクーン 平成18年４月６日   東証マザーズ 
ｅマーケットプレイスの運営を

通じての商品の仕入・販売 
 東京都 

  クオール㈱ 平成18年４月21日 ヘラクレス 
調剤薬局事業及び医薬品治験関

連事業 
東京都 

  ㈱システムディ 平成18年４月27日 ヘラクレス 

大学・フィットネスクラブ等、

業種に特化した業務支援パッケ

ージソフトの開発・販売 

京都府 

  ㈱翻訳センター 平成18年４月28日  ヘラクレス 
翻訳及び顧客先への通訳の派遣

等 
大阪府 

  平河ヒューテック㈱ 平成18年５月２日 東証２部 
電線、放送機器及び医療チュー

ブ等の製造・販売 
東京都 

  ㈱ティア 平成18年６月２日 
名証セント   

レックス  
葬儀会館の運営等 愛知県 

  夢の街創造委員会㈱ 平成18年６月５日 ヘラクレス  

デリバリー総合サイト「出前

館」の運営、デリバリーチャネ

ルを利用した広告代理業等 

大阪府 

  特殊電極㈱ 平成18年６月14日 ジャスダック 

溶接工事の施工、溶接材料、特

殊溶接を施した鋼板等の製造・

販売等 

兵庫県 

  ㈱アテクト 平成18年６月20日  ジャスダック 
半導体保護資材事業及び衛生検

査器材事業 
大阪府 

  ㈱リビングコーポレーション 平成18年６月20日 東証マザーズ 

一棟販売用賃貸デザインマンシ

ョンの開発及び企画設計の受託

等 

東京都 

  アミタ㈱ 平成18年６月23日 ヘラクレス 環境ソリューション事業 東京都 

  ㈱ライフステージ 平成18年７月５日 ヘラクレス 

分譲マンションの企画・開発・

販売、不動産流動化・再生事業

及び住宅設備備品販売事業 

大阪府 

  ㈱パワーアップ 平成18年７月13日 ヘラクレス 

イタリア家庭料理店「元祖にん

にくや パワーアップグルー

プ」等の店舗運営 

愛媛県 

  ㈱ビットアイル 平成18年７月19日 ヘラクレス 

インターネットデータセンター

の運営を中心とする、総合ＩＴ

アウトソーシング事業 

東京都 

  バリューコマース㈱ 平成18年７月31日 東証マザーズ 

インターネットを利用した成功

報酬型の広告配信・管理サービ

ス、検索エンジン最適化サービ

ス等 

東京都 

  ㈱オービス 平成18年９月５日 ジャスダック 

梱包用材（ニュージーランド

材）の製造・販売、プレハブハ

ウスの製造・販売・リース、カ

ラオケハウス及びゴルフ場の運

営等 

広島県 

  ㈱三栄建築設計 平成18年９月12日 
名証セント   

レックス 

１都３県（東京・千葉・埼玉・

神奈川）における戸建住宅販

売、並びに保有物件の賃貸及び

管理 

東京都 

  協和医科器械㈱ 平成18年９月15日 ジャスダック 
医療用器械器具・福祉用具の販

売及びレンタル等 
静岡県 

  ㈱メディア工房 平成18年９月15日 東証マザーズ 
デジタルコンテンツ事業及びそ

れに伴う物販事業 
東京都 

  ㈱ノバレーゼ 平成18年10月19日 東証マザーズ 
ゲストハウス・ウエディングの

企画運営等 
東京都 

 



（注）１．ＳＷＸ：スイス証券取引所 

２．上記のほか、株式交換・合併により以下の投資先７社（国内５社、海外２社）が上場会社に買収されました。

イージーシステムズ㈱、ポータル㈱、㈱オックス、㈱北越ケーズ、㈱ナノシステムソリューションズ、

TorreyPines Therapeutics,Inc.、Eldat Communication Ltd. 

  会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 本社所在地 

 

  ㈱ファンドクリエーション 平成18年10月27日 ジャスダック 

ファンドの組成・運営に関する

アドバイス等を行うアセットマ

ネジメント事業、上場企業・未

上場企業への投資、不動産物件

への投資、証券仲介業務等を行

うインベストメントバンク事業

等 

東京都 

  ヒラキ㈱ 平成18年11月14日 東証２部 

靴・履物を中心とした衣料、日

用雑貨品等の通信販売、店舗販

売、卸販売等 

兵庫県 

  ㈱ＧＡＢＡ 平成18年12月１日 東証マザーズ 
マンツーマンレッスン専門の英

会話スクールの運営等 
東京都 

  ㈱ＭｏｎｏｔａＲｏ 平成18年12月６日 東証マザーズ 

Ｅコマースを利用した通信販売

による工場用間接資材の仕入・

販売事業 

大阪府 

  ㈱ゲームオン 平成18年12月８日 東証マザーズ オンラインゲームの運営等 東京都 

  ㈱ダスキン 平成18年12月12日 東証１部 
ダストコントロール商品のレン

タル等 
大阪府 

  ㈱イントランス 平成18年12月15日 東証マザーズ 
プリンシパルインベストメント

事業、ソリューション事業 
東京都 

  ㈱ＶＳＮ 平成18年12月20日 ジャスダック 

顧客企業の技術部門及び製造部

門に対し人材サービスを提供す

る派遣・請負事業 

東京都 

  ㈱アマガサ 平成19年２月７日 ヘラクレス 
ノンレザー婦人靴の卸売業及び

小売業 
東京都 

  ㈱ディーバ 平成19年２月８日 ヘラクレス 

連結経営を支援するソフトウェ

ア製品の開発・販売・保守及び

コンサルティング 

東京都 

  ㈱中広 平成19年２月19日 
名証セント   

レックス 

地域密着型生活情報誌の発行を

はじめとする広告代理業 
岐阜県 

  テイ・エス・テック㈱ 平成19年２月23日 東証１部 
四輪車用及び二輪車用シート、

四輪車用内装品等の製造販売 
埼玉県 

  ㈱ＡＱインタラクティブ 平成19年２月28日 ジャスダック 
ゲームソフトの企画・開発・販

売 
東京都 

  ㈱免疫生物研究所 平成19年３月２日 ヘラクレス 

「抗体」を中心とした研究用試

薬等の製造・販売、医薬シーズ

ライセンス事業及び実験動物の

輸入販売 

群馬県 

  イー・ギャランティ㈱ 平成19年３月８日 ジャスダック 
事業法人、金融法人向け信用保

証事業 
東京都 

  ㈱ソリトンシステムズ 平成19年３月９日 ジャスダック 

ＩＴセキュリティ製品の開発・

販売、ブロードバンド・コンテ

ンツ配信システムの構築・運

用、組み込みシステムとＬＳＩ

の開発・販売 

東京都 

  ㈱大日光・エンジニアリング 平成19年３月22日 ジャスダック 電子部品実装事業 栃木県 

海外３社   BioXell S.p.A 平成18年６月22日 ＳＷＸ 泌尿器系疾患の治療薬の開発 イタリア 

  Innate Pharma 平成18年11月１日 ユーロネクスト 
免疫細胞活性化による癌治療法

の開発 
フランス 

  
Metris International 

Holding N.V. 
平成18年12月12日 ユーロネクスト 

３Ｄグラフィック・ソフトウエ

アとそのセンサーの技術開発及

び販売 

ベルギー 



３【対処すべき課題】 

社会・経済構造の変革に伴う新産業・ニュービジネスの創出や事業再構築のためのＭ＆Ａやバイアウトの本格化を

背景に、プライベート・エクイティビジネスは安定的拡大期に入ったと認識しております。こうした環境の中で、当

社グループは、下記事項を対処すべき課題と認識し、取り組んでまいります。 

（1）投資案件発掘力の強化 

質の高い投資実行のためには、数多くの投資見込情報の収集が不可欠であり、そのための投資案件発掘ルートの

一層の強化・拡充が必要と認識しております。 

今後も大和証券グループ及び三井住友フィナンシャルグループとの連携をさらに強めるとともに、独自のネット

ワークの拡充に注力し、発掘力を一段と強化してまいります。 

（2）経営支援力の強化 

ベンチャーキャピタルには、資金提供の役割を果たすだけでなく、投資先の企業価値を向上させるための様々な

経営支援能力が重要と考えております。 

当社グループは、大和証券グループ、三井住友フィナンシャルグループにおける証券・銀行双方のネットワーク

とノウハウを十分に活用することに加え、投資先支援につながる提携先・パートナー企業を拡充すること等によ

り、さらに充実した経営支援体制を確立するべく努めてまいります。 

こうした経営支援体制の強化により、投資先企業の成長を促し、投資パフォーマンスの向上を目指してまいりま

す。 

（3）投資成果の実現について 

迅速な市場参入や経営資源の獲得を指向し、日本においてもＭ＆Ａは重要な経営戦略の一つとして急速に市場が

拡大しております。当社の投資リターンを実現するうえでもＭ＆Ａ市場は重要性を増しており、ＩＰＯ（新規上

場）だけではなく、投資先企業のビジネスマッチング等の取り組みを強化し、投資成果実現手段の多様化を図って

まいります。 

（4）ファンド開発力の強化 

資金運用の多様化が進む中で、ＶＣファンドやバイアウトファンドに対する期待やニーズが高まってきておりま

す。今後もマーケティング活動に注力し、出資者の方々の様々なニーズにお応えできるファンド組成に取り組んで

まいります。 

（5）コーポレート・ガバナンスの強化 

「会社法」の施行や「金融商品取引法」の成立に見られるように、コーポレート・ガバナンスに関しては、これ

まで以上の取り組みが求められています。内部統制システムの整備、コンプライアンス体制の強化を図り、経営の

効率性、健全性を追求し、当社の収益力と競争力を高めてまいります。 

４【事業等のリスク】 

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る主な事項を記載しております。これらのリスクは必ずしも全てのリスクを網羅したものではなく、現時点で想定し

ていないリスクや重要性が乏しいと考えられるリスクも、今後当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において判断し

たものであります。 

（1）経済環境について 

当社グループは、当社グループが運営管理するファンドの資金と当社本体の資金により、プライベート・エクイ

ティ投資を国内外において展開しており、主な収益は投資先企業の株式上場等によるキャピタルゲインとファンド

を運営管理することにより得られる運営報酬であります。これらの収益は、国内外の経済環境、特に株式市場の動

向に大きく影響を受けるため、投資対象地域の経済環境が悪化した場合、または株式市場が低迷した場合には、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響が生じる可能性があります。 



（2）競合、参入の状況について 

プライベート・エクイティ投資事業が成長性の高い事業として注目を集め、業界への新規参入が加速する場合、

あるいは競合他社及び投資ファンドが積極的に投資活動を拡大した場合、当社グループの投資機会が減少すること

等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響が生じる可能性があります。 

また、競合他社同士の合併、提携等や競合他社による優れたポートフォリオの構築、高い投資リターンの実現、

低価格サービスの提供等により、当社グループの競争力が相対的に低下した場合、当社グループが組成するファン

ドの勧誘活動に影響を及ぼすほか、ファンドの運営報酬等の料率低下をもたらす等、当社グループの財政状態及び

経営成績に影響が生じる可能性があります。 

（3）投資先企業の特徴について 

当社グループの投資対象となるベンチャー企業には、設立して間もないことから経営基盤が安定していない、そ

の製品、商品、サービスの事業化が初期段階にあり収益基盤が確立していない、または創業者等の特定の人物に対

する依存度が著しく高い、等のリスク要因を包含している場合があり、投資後に企業価値が低下する場合や倒産す

る可能性も否定できません。また、当社グループは投資対象企業ごとに必要と考える審査手続きを経た上で投資判

断を行っておりますが、投資先企業に隠れた負債や企業経営上の問題・欠陥等が存在した場合は、結果として損失

を被る可能性があります。 

（4）投資条件等及び投資資金の回収期間・時期について 

当社グループの投資方針もしくは希望投資条件が投資対象企業に受け入れられない可能性があるほか、他社との

競合により、当社グループの希望する投資条件で投資ができない、あるいは当社グループが投資対象企業の株式等

を全く取得できない可能性もあります。 

また、投資先企業が株式上場を目指してから実際の上場に至るまでの期間は千差万別であり、一般的には相当の

期間を要することから、当社グループの投資期間も長期にわたる傾向があり、投資時点において、投資先企業の株

式上場時期の正確な予測は困難であります。 

 さらに、投資先企業の株式上場時又は株式上場後においても、当社グループは保有する当該企業株式等の全てを

即座に売却するわけではなく、投資時の取り決めや市場の状況等の影響を受けるほか、市場流動性が低い場合には

売却が進まない可能性があり、投資資金の回収時期を特定することは困難であります。 

（5）投資資金の回収について 

当社グループは、投資先企業が企業価値を高め、株式上場を達成できるように、投資先企業に対して支援、育成

を行います。しかしながら、こうした支援が、必ずしも株式上場等の成果を生むという保証はありません。投資先

企業の株式上場の実現が難しくなった場合等においては、当社グループは主として投資先企業やその経営者又は第

三者に当該企業株式等を売却することにより投資資金の回収を図ります。その場合、当社グループの希望する価額

で当該企業株式等を売却できる保証はなく、売却によるキャピタルロスが発生する可能性もしくは売却できない可

能性があります。 

投資先企業の株式上場が実現した場合においても、当該企業株式等の保有中に、当該企業の業績の悪化その他に

よる当該企業株式等の時価が変動、株式市場における市況の低迷もしくは市場出来高の減少等により、当該企業株

式等の価格や流動性が低下した場合、期待されたキャピタルゲインが実現しない可能性、投資資金を回収できない

可能性、長期間売却できない可能性及びキャピタルロスもしくは評価損が発生する可能性があります。 

投資先企業の株式上場前の一定期間に当社グループが当該企業株式等を取得した場合、各証券取引所又は日本証

券業協会等が関連規則にて定めた継続保有期間中、または、投資先企業との投資時の契約により継続保有が義務付

けられている期間中、当社グループは当該企業株式等の売却ができないことから、当該期間中の株価下落等により

当社グループが損失を被る可能性があります。 

（6）海外投資による影響について  

当社グループが行う海外投資（外貨建投資）は、投資先国のカントリーリスクとともに為替変動リスクを伴いま

すが、投資資金の回収時期及び回収金額の予測が困難であるため、為替予約等によるリスクヘッジを行っておりま

せん。従って、海外投資については、国内同様の回収可能性に係るリスク、上場後の価格変動リスク等に加え、為

替変動によるリスクも負うことになります。 



（7）バイアウト投資関連特有のリスクについて 

当社グループの行うバイアウト投資につきましては、ＶＣ投資と比較しますと、次のようなバイアウト投資関連

特有のリスクがあります。 

① 一投資案件あたりの投資額 

バイアウト投資は、原則として投資先企業の議決権を過半数取得し、積極的に投資先企業の経営に関与して企

業価値を高めることを目指します。そのため、一投資案件当りの投資額は数億円から数十億円に及び、ＶＣ投資

に比べ、多額となります。従って、ＶＣ投資は、投資先企業を分散することでリスクの軽減を図るのに対し、バ

イアウト投資はリスクが集中することになります。 

② 投資先企業株式等の担保供出 

投資に際しては、金融機関の提供するレバレッジド・ファイナンス等を活用することにより、案件毎の投資利

回りの極大化を目指します。その過程で、当社グループの保有する投資先企業株式を同ファイナンスの担保とし

て供出することを金融機関より要求されるケースがあります。投資後、投資先企業の経営状況の劣化に伴い同フ

ァイナンスに関してデフォルトが発生した場合、金融機関の担保実行により株主としての権利を喪失するリスク

があります。 

③ 投資資金の回収期間 

投資資金の回収方法としては、投資先企業株式等の第三者への売却、株式上場後の市場への売却等がありま

す。このうち、株式上場により投資資金の回収を図る場合、投資額及び持株比率がＶＣ投資と比較して大きいこ

とから、株式市場における売却にはより長い時間が必要となることがあり、その間マーケット・リスクを負うこ

ととなります。 

④ 訴訟の可能性について 

バイアウト投資においては、原則として投資先企業の議決権を過半数取得し、取締役を派遣するケースが多

く、投資先企業の活動に起因する、例えば環境汚染等の不法行為が発生した場合、その共同不法行為責任を訴訟

にて問われる可能性があります。 

（8）ファンド（投資事業組合等）について 

当社グループの重要な収益源としてファンドを運営管理することにより得られる投資事業組合等運営報酬があり

ます。これらのファンドの無限責任組合員として、場合によってはその出資額を超える損失を被る可能性がありま

す。また、ファンドの出資者勧誘活動において十分な資金を得ることができない場合、投資活動に制約が生じる可

能性があるほか、運営報酬が減少し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

（9）有能な人材の確保と育成について 

当社グループの成長には、有能なベンチャーキャピタリストの存在及びその育成が不可欠であります。従いまし

て、有能な人材の継続的な確保及び定着を図ることができなかった場合には、当社グループの財政状態及び経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。また、将来的に人材投資コストが増加する可能性があります。 

（10）有利子負債への依存について 

当社グループにおいては、事業の内容上、業務に必要な負債性資金を有利なコストで安定的に調達する必要があ

ります。経済情勢や市場動向の変化といった要因やその他の事由により当社の財政状態が悪化した場合には、資金

繰りに支障をきたす、あるいは通常よりも高い資金調達コストを余儀なくされるリスクや、負債性資金の調達・借

換えが円滑に行えなくなることが考えられます。このような流動性リスクが顕在化した場合、当社グループの事業

に制約が生じる可能性や、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

（11）当社が発行する有価証券に関するリスクについて 

当社株式は、ジャスダック証券取引所に上場されており、その売買については証券取引法や関連法令及びジャス

ダック証券取引所が定める規則等に基づいて行われております。従って、これらの規則等により、当社に係る重要

情報の周知を目的として売買停止の措置がなされ、あるいは当社株式について大量の注文執行により売買が一時的

に停止されるなどにより、当社株式の売買ができなくなる可能性があります。 

（12）ストックオプション制度について 

当社グループでは、業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的として、役員及び従業員に対して新株

予約権によるストックオプション制度を採用しており、今後も同様のインセンティブ施策を実施する可能性があり

ます。これらの新株予約権が行使されると、当社の株価形成並びに財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 



（13）法制度の変更等について 

当社グループが国内外において業務を行うにあたって適用されている法制度の変更等、特に「金融商品取引法」

の施行により、当社グループの業務活動が制限される場合、または、これらの法制度等に対応するために費用が増

加する等、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

（14）訴訟の可能性について 

当社グループは複数のファンドを設立しており、ファンドの業務執行組合員としての善管注意義務違反を理由と

する訴訟や、ファンド間、当社グループとファンド又は出資者、もしくは出資者間の利益相反等を理由とする訴訟

等を提起される可能性があります。また、当社グループのプロパー投資に関しても、訴訟等を提起される可能性は

否定できません。こうした当社グループに対する訴訟等により損害賠償義務を負った場合には、損害賠償そのもの

のみならず、訴訟内容に起因する社会的信用の低下から当社グループの事業並びに財政状態及び経営成績に影響が

及ぶ可能性があります。 

（15）役職員派遣について 

当社グループは投資先企業の支援、育成のために当社役職員を投資先企業の取締役等として派遣を行っておりま

す。当社グループは、投資先企業に対して派遣した当社役職員が損害賠償請求等をされた場合、当社グループに使

用者責任及び当該賠償金額を負担する義務が発生する可能性があります。 

（16）システムリスクについて 

当社グループは営業支援システムや会計システム等により顧客情報や経理情報等を管理しております。不正アク

セス、ウィルス感染等に対するセキュリティ対策及びデータバックアップ等の保全対策は行っておりますが、不慮

の災害や外部からの不正アクセス等によりシステムダウンや誤作動、データの改竄や個人情報も含めた顧客情報の

流出等が発生するリスクがあります。これらの事態が発生した場合、業務遂行に支障をきたす可能性があり、機会

損失の発生、損害賠償、社会的信用の低下等から当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

（17）レピュテーショナル・リスクについて 

当社グループの事業は、投資対象となる企業、ファンドへの出資者、市場関係者等からの信用に大きく依存して

おります。当社グループや役職員の責任に起因する法令違反、訴訟、損害賠償等が発生した場合や、「４ 事業等

のリスク」に記載したその他の事象が発生した場合などには、当社グループの社会的信用が低下する恐れがありま

す。また、当社グループに対する、必ずしも事実に基づいていない風説及び風評が流布・報道されるような事態に

晒された場合、その内容の正否に係らず、取引先及びマーケットからの信用が低下・失墜する恐れがあります。そ

の結果、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

（18）大和証券グループ及び三井住友フィナンシャルグループとの関係について 

当社は大和証券グループ本社の連結子会社であり、また三井住友フィナンシャルグループの関連会社でありま

す。当社は、大和証券グループ及び三井住友フィナンシャルグループの持つ顧客基盤及びノウハウ、ブランド力を

活用できることが大きな強みであると認識しております。今後においても、当社を含む大和証券グループ各社及び

三井住友フィナンシャルグループ各社は顧客基盤及びブランド力の拡大を図ってまいりますが、その顧客基盤及び

ブランド力が維持増大される保証はありません。大和証券グループ及び三井住友フィナンシャルグループが顧客基

盤及びブランド力を毀損するような場合には、当社グループが行う投資活動やファンドの勧誘等に支障が生じ、当

社グループの事業並びに財政状態及び経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。 

 なお、当連結会計年度より、「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 平成18年９月８日 実務対応報告第20号）を適用し、当社グループで運営している投資事業

組合等の一部を連結の範囲に加えることとしたため、当連結会計年度の連結貸借対照表の総資産・純資産、連結損益

計算書の売上高・売上原価、また経常利益などが前連結会計年度に比べ大きく変動しております。詳細については、

「第５ 経理の状況 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 １．連結の範囲に関する事項 （1）連結子

会社数 （会計方針の変更）」に記載のとおりであります。 

 また、当社グループが運営管理する投資事業組合等については、連結決算日における投資事業組合等の仮決算によ

る財務諸表に基づき、計上する方法に変更しております。詳細については、「第５ 経理の状況 連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項」の「３．連結子会社の事業年度等に関する事項 （追加情報）」及び「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重要な事項 ② 投資事業組合等（連結子会社以外）へ

の出資金の会計処理 （会計方針の変更）」に記載のとおりであります。 

 なお、本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所存等の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日

現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいる

ため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意ください。 

（1）重要な会計方針及び見積り 

連結会社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており

ますが、見積もりが必要となる事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積もりを行っておりま

す。 

なお、特に連結会社の連結財務諸表に重要な影響を与えると考える会計方針は以下のとおりであります。 

投資損失引当金 

当社グループが行う投資事業の対象企業は、設立間もないことから事業基盤が安定していないことが多く、投資

先会社の業績の悪化等により、当社グループにおいて損失が発生する恐れがあります。そのような損失に備えるた

め、投資先会社の直近の実情を考慮し、必要に応じて随時損失見積額を計上しております。しかしながら、投資先

会社の業績がさらに悪化し、損失見積額が増加することにより、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を与え

る可能性があります。 

（2）経営成績の分析 

① 売上総利益の分析 

当社グループの投資事業部門に関しては、国内外の有望な未上場会社の発行する有価証券等を取得し、ＩＰＯ

等によるＥＸＩＴまでに発生する営業投資関連損益及び当社グループがファンドを運営管理することによって得

られる投資事業組合等運営報酬（管理報酬、成功報酬）が主な収益となっております。 

（営業投資関連損益） 

営業投資有価証券売却額から営業投資有価証券売却原価を控除した営業投資有価証券売却損益は13,402百万円

（前連結会計年度8,933百万円）となりました。また投資先会社の直近の業績等を考慮して、投資損失引当金繰

入額5,150百万円（前連結会計年度2,550百万円）及び営業投資有価証券評価損791百万円（前連結会計年度1,832

百万円）を計上したことにより、営業投資関連利益は7,854百万円（前連結会計年度4,725百万円）となりまし

た。 



営業投資関連損益 

（ファンドの運営管理業務） 

当連結会計年度においては、当社グループが運営するファンドとして新たに「ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｖ２００

６」シリーズ（コミットメント総額58,300百万円）を設立しました。また、過年度に設立した「ＳＭＢＣキャ

ピタル７号投資事業有限責任組合」のコミットメント総額が追加出資により2,000百万円増加しました。その結

果、新規設立及び追加出資により増加したコミットメント総額は、60,300百万円（前連結会計年度4,620百万

円）となりました。 

なお、当連結会計年度における投資事業組合等運営報酬は、管理報酬等が1,956百万円（前連結会計年度

2,636百万円）、成功報酬が746百万円（前連結会計年度2,044百万円）となり、合計で2,702百万円（前連結会

計年度4,680百万円）でありました。 

上記より、当連結会計年度の売上総利益は、10,281百万円（前連結会計年度9,294百万円）となりました。な

お、会計方針の変更等に伴う影響額は、売上高が12,716百万円、売上原価が11,832百万円、売上総利益が884百

万円増加しております。 

② 販売費及び一般管理費の分析 

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、6,119百万円（前連結会計年度4,671百万円）となりました。これ

は、主にＳＭＢＣキャピタル株式会社との合併に伴う人件費の増加等によるものであります。なお、会計方針の

変更等に伴う影響額は、699百万円の増加であります。 

③ 営業外損益及び特別損益の分析 

営業外収益は、247百万円（前連結会計年度131百万円）となり、営業外費用は、76百万円（前連結会計年度

149百万円）となりました。これは、主に為替差益の増加によるものであります。 

特別利益は、592百万円（前連結会計年度2,056百万円）となり、特別損失は、280百万円（前連結会計年度231

百万円）となりました。これは、主に投資有価証券売却益の減少によるものであります。 

（3）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

キャッシュフローの状況 

営業活動によるキャッシュフロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは2,843百万円のキャッシュアウトフロー（前連結会計年度10,678百万円

のキャッシュインフロー）となりました。これは、主に営業投資有価証券の投資を行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 

投資活動によるキャッシュ・フローは1,401百万円のキャッシュインフロー（前連結会計年度3,162百万円のキ

ャッシュインフロー）となりました。これは主に投資有価証券の売却によるものであります。 

  
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 

当連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

営業投資有価証券売上高（百万円） 15,479 27,913 

 営業投資有価証券売却額（百万円）① 15,304 27,520 

 営業投資有価証券利息配当金（百万円） 174 393 

営業投資有価証券売上原価（百万円） 8,203 14,908 

 営業投資有価証券売却原価（百万円）② 6,370 14,117 

 営業投資有価証券評価損（百万円） 1,832 791 

投資損失引当金繰入額（百万円） 2,550 5,150 

営業投資関連利益（百万円） 4,725 7,854 

営業投資有価証券売却損益（百万円） 

（①－②） 
8,933 13,402 



財務活動によるキャッシュフロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは306百万円のキャッシュインフロー（前連結会計年度11,893百万円のキ

ャッシュアウトフロー）となりました。これは主に投資資金の調達によるものであります。 

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,134百万円減少し、

6,020百万円となりました。 

（4）財務体質の強化 

当社では、財務体質の強化に取り組んでおり、コア事業である投資事業への経営資源の集中を図っております。

当連結会計年度においては、投資資金を新規上場銘柄等の売却代金で充当したため、有利子負債については、短

期・長期借入金の合計は、前連結会計年度末比横ばいに推移いたしました。しかしながら、金利上昇懸念を背景

に、金利上昇リスクのヘッジ及び長期安定資金の確保のため、期日一括返済等の固定金利長期借入金へのシフト等

を行いました。 

また、当連結会計年度の当期純利益は、前連結会計年度の特別利益を考慮すると、ほぼ同水準の4,777百万円と

なり、利益剰余金は、12,952百万円（前連結会計年度末9,246百万円）となりました。 

しかしながら、当連結会計年度より、「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 平成18年９月８日 実務対応報告第20号）を適用したことにより、総資産は、

前連結会計年度末比79.4％増の138,556百万円となり、その結果、当連結会計年度末の自己資本比率は30.2％（前

連結会計年度末48.9％）となっております。なお、会計方針の変更等に伴う総資産への影響額は、54,195百万円の

増加であります。 

今後も財務体質の強化のために、投資先ポートフォリオのチェックを一層厳格に行うとともに、資産圧縮を図

り、一層の有利子負債の削減に努めてまいります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度において、今後の業務拡大を見込み、新たな業務スペースを確保するとともに、機能的なオフィス

設計により、一層の業務の効率化と社内コミュニケーションの活性化を図る目的で、平成18年11月27日に東京都中央

区から東京都千代田区へ本社機能を移転しております。 

 なお、当該本社機能の移転に伴い、主に建物付属設備として336百万円の設備を取得し、また、旧本社の建物付属設

備等121百万円を除却いたしました。 

２【主要な設備の状況】 

（1）提出会社 

 （注）１．従業員数の（ ）は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。 

    ２．主要な賃借設備の内容は、次のとおりであります。 

  平成19年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（単位：百万円） 
従業 
員数 

（名） 
建物及び構築
物 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

本社 

（東京都千代田区） 

事務所設備 201 － 119 321 

159 

(19)

賃貸用資産 － － 2 2 

福利厚生施設 155 
991 

(837.24)
0 1,147 

その他 － － 1 1 

中部支社 

（名古屋市中区） 
事務所設備 0 － 0 0 

3 

(－)

関西支社 

（大阪市北区） 
事務所設備 10 － 3 14 

12 

(－)

九州支社 

（福岡市中央区） 
事務所設備 0 － 0 0 

3 

(－)

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 面積（㎡） 
年間賃料 
（百万円） 

本社 

（東京都千代田区） 
事務所設備 3,098.34 339 

中部支社 

（名古屋市中区） 
事務所設備 39.61 2 

関西支社 

（大阪市北区） 
事務所設備 261.11 12 

九州支社 

（福岡市中央区） 
事務所設備 52.90 1 



（2）国内子会社 

 該当事項はありません。 

（3）在外子会社 

 （注）リース契約による主要な賃借設備の内容は、次のとおりであります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

（1）重要な設備の新設等 

 該当事項はありません。 

（2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

  平成19年３月31日現在

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（単位：百万円） 
従業 
員数 

（名） 建物及び構築物 
土地 

(面積㎡) 
その他 合計 

NIF SMBC Ventures  

USA,Inc. 

本社 

（米国） 
事務所設備 － － 3 3 2 

NIF SMBC Ventures  

Asia Limited 

本社 

（中国・香港） 
事務所設備 － － 20 20 3 

上海事務所 

（中国・上海） 
事務所設備 － － 0 0 3 

  
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 数量 
リース期間 

（年） 
年間リース料 
（百万円） 

リース契約残高 
（百万円） 

NIF SMBC Ventures  

USA,Inc. 

本社 

（米国） 
事務所設備 1 5 5 15 

NIF SMBC Ventures  

Asia Limited 

本社 

（中国・香港） 
事務所設備 1 3 29 65 

上海事務所 

（中国・上海） 
事務所設備 1 3 2 2 



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 1,056,000 

計 1,056,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成19年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年６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 429,675 同左  ジャスダック証券取引所 

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 

計 429,675 同左  － － 



（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16年６月24日定時株主総会決議 

  「第２回新株予約権」 

 （注）１．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権32個が含まれております。 

    ２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するもの

とする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。 

３．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（現存する新株予約権の行使による場合

を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。 

なお、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整さ

れるものとする。 

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個）  337（注）１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ─  ─ 

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） 337（注）２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 201,800（注）３ 同左 

新株予約権の行使期間 自 平成18年７月１日 

至 平成23年８月31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  201,800（注）３ 

資本組入額 100,900 

同左 

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。 

 その他の権利行使の条件や手

続き等は、当社が新株予約権者

との間で締結する新株予約権付

与契約書の定めによるものとす

る。 

新株予約権の消却の事由及び条

件 

 当社は新株予約権を取得した

場合、いつでもこれを無償で消

却することができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権を譲渡するには当

社取締役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項  ─  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

 ─  ─ 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割または併合の比率

        既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 平成17年６月28日定時株主総会決議 

  「2005年11月発行新株予約権」 

 （注）当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使さ

れていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数の調整を行い、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。 

また、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他こ

れらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で、当該株式数は適切に調整されるものと

する。 

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個）  252 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

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）  252（注） 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左 

新株予約権の行使期間 自 平成17年12月１日 

至 平成37年11月30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     1 

資本組入額    1 

同左 

新株予約権の行使の条件 (1)１個の新株予約権の一部行

使はできないものとする。 

(2)当社及び当社取締役会が決

定する会社の取締役、執行

役員のいずれの地位も喪失

した日の翌日から新株予約

権を行使できるものとす

る。 

(3)上記(2)にかかわらず、平成

37年11月１日より、他の権

利行使の条件に従い、新株

予約権を行使できるものと

する。 

(4)その他の条件は、当社と新

株予約権の付与対象者との

間で締結する新株予約権付

与契約書の定めによるもの

とする。 

新株予約権の消却の事由及び条

件 

 新株予約権の付与対象者が権

利を喪失した場合、または、当

社が消滅会社となる合併契約ま

たは当社が完全子会社となる株

式交換もしくは株式移転の議案

が当社の株主総会で承認された

場合は、当社は新株予約権を無

償で消却することができるもの

とする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権を譲渡するときは

当社取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

 ―  ― 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 



  「第３回新株予約権」 

 （注）１．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権37個が含まれております。 

    ２．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権43個が含まれております。 

    ３．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行

使されていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数の調整を行い、調整の結果生

じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 また、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、当該株式数は適切に調整さ

れるものとする。 

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個）  346（注）１  346（注）２ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─ ─ 

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）  346（注）３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 426,300（注）４ 同左 

新株予約権の行使期間 自 平成19年７月１日 

至 平成24年８月31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  426,300（注）４ 

資本組入額 213,150 

同左 

新株予約権の行使の条件 (1)１個の新株予約権の一部行

使はできないものとする。 

(2)その他の条件は、当社と新

株予約権の付与対象者との

間で締結する新株予約権付

与契約書の定めによるもの

とする。 

新株予約権の消却の事由及び条

件 

 新株予約権の付与対象者が権

利を喪失した場合、または、当

社が消滅会社となる合併契約ま

たは当社が完全子会社となる株

式交換もしくは株式移転の議案

が当社の株主総会で承認された

場合は、当社は新株予約権を無

償で消却することができるもの

とする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権を譲渡するときは

当社取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

代用払込みに関する事項  ─  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

 ─  ─ 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 



４．新株予約権を発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使による場合を除く。）を行うときは、次の

算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式を控除した数

とする。 

上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切

に調整されるものとする。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割または併合の比率

        既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 会社法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18年６月27日定時株主総会決議 

  「2006年９月発行新株予約権Ⅱ」 

 （注）当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割当を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、新株予約権

のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約

権１個当たりの目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）の調整を行い、調整の結果生じる１株未満

の端数は、これを切り捨てる。 

また、総会決議の日（以下「決議日」という。）後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合

その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整

されるものとする。 

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 50 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ─  ─ 

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） 50（注） 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左 

新株予約権の行使期間 自 平成18年９月８日 

至 平成38年９月７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     1 

資本組入額    1 

同左 

新株予約権の行使の条件 (1)１個の新株予約権の一部行

使はできないものとする。 

同左 

  (2)新株予約権の権利者が、当

社及び当社関係会社のう

ち、当社取締役会が決定す

る会社の取締役及び執行役

員のいずれの地位も喪失し

た日の翌日から、新株予約

権を行使できるものとす

る。 

  

  (3)上記(2)にかかわらず、新株

予約権の行使期間の末日の

30日前の日より、他の権利

行使の条件に従い、新株予

約権を行使できるものとす

る。 

  

  (4)その他の条件は、当社と新

株予約権の割当対象者との

間で締結する新株予約権割

当契約書の定めによるもの

とする。 

  

新株予約権の譲渡に関する事項  譲渡による新株予約権の取得

については、当社取締役会の承

認を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項  ─  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

 ─  ─ 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 



  「2006年８月発行新株予約権Ⅲ」 

 （注）１．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権11個が含まれております。 

    ２．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権18個が含まれております。 

    ３．当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式

併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果

生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 また、決議日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与

株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

４．新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式

併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行を行う場合（当社普通株式に

転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）には、次の算式により行使価額の調整を

行い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる

自己株式を控除した数とする。 

上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準

じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 343（注）１  343（注）２ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  11  18 

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） 343（注）３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 430,290（注）４ 同左 

新株予約権の行使期間 自 平成23年７月１日 

至 平成28年６月26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  430,290（注）４ 

資本組入額 215,145 

同左 

新株予約権の行使の条件 (1)１個の新株予約権の一部行

使はできないものとする。 

同左 

  (2)その他の条件は、当社と新

株予約権の割当対象者との

間で締結する新株予約権割

当契約書の定めによるもの

とする。 

  

新株予約権の譲渡に関する事項  譲渡による新株予約権の取得

については、当社取締役会の承

認を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項  ─  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

 ─  ─ 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割または併合の比率

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 平成18年６月27日定時株主総会決議及び平成18年８月22日取締役会決議 

  「2006年９月発行新株予約権Ⅰ」 

 （注）当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合

の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１

株未満の端数は、これを切り捨てる。 

また、決議日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式

数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 31 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ─  ─ 

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） 31（注） 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左 

新株予約権の行使期間 自 平成18年９月８日 

至 平成38年９月７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     1 

資本組入額    1 

同左 

新株予約権の行使の条件 (1)１個の新株予約権の一部行

使はできないものとする。 

同左 

  (2)新株予約権の権利者が、当

社及び当社関係会社のう

ち、当社取締役会が決定す

る会社の取締役及び執行役

員のいずれの地位も喪失し

た日の翌日から、新株予約

権を行使できるものとす

る。 

  

  (3)上記(2)にかかわらず、新株

予約権の行使期間の末日の

30日前の日より、他の権利

行使の条件に従い、新株予

約権を行使できるものとす

る。 

  

  (4)その他の条件は、当社と新

株予約権の割当対象者との

間で締結する新株予約権割

当契約書の定めによるもの

とする。 

  

新株予約権の譲渡に関する事項  譲渡による新株予約権の取得

については、当社取締役会の承

認を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項  ─  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

 ─  ─ 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 



（3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 



（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．欠損てん補による減少 

２．その他資本剰余金への振替えによる減少 

３．欠損てん補による減少 

４．第三者割当による増加 

発行価格……162,134円 

資本組入額… 81,067円 

割当先………株式会社三井住友銀行 

５．ＳＭＢＣキャピタル株式会社との合併（合併比率 1：1.58）による増加 

発行株式数… 79,000株 

資本金………  2,500百万円 

（5）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式667株は、「個人その他」に含めて記載しております。 

２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が７株含まれております。 

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
（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15年６月27日 

（注）１ 
－ 289,000 － 11,267 △3,989 9,924 

平成15年８月12日 

（注）２ 
－ 289,000 － 11,267 △7,107 2,816 

平成17年６月28日 

（注）３ 
－ 289,000 － 11,267 △992 1,824 

 平成17年７月29日 

（注）４ 
61,675 350,675 4,999 16,267 4,999 6,824 

 平成17年10月１日 

（注）５ 
79,000 429,675 2,500 18,767 － 6,824 

  平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） 1 30 26 141 36 4 9,949 10,187 － 

所有株式数

（株） 
2 178,345 1,928 205,579 4,964 21 38,829 429,668 7 

所有株式数の

割合（％） 
0.00 41.51 0.45 47.84 1.16 0.00  9.04 100.00 － 



（6）【大株主の状況】 

（注）上記資産管理サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式は全て信託業務に

係るものであります。 

  平成19年３月31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
（％） 

株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 198,419 46.18 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 171,870 40.00 

キッセイ薬品工業株式会社 長野県松本市芳野19番48号 4,643 1.08 

モルガン・スタンレー・アンド・

カンパニー・インターナショナ

ル・リミテッド 

（常任代理人 モルガン・スタン

レー証券株式会社） 

25  CABOT SQURE, CANARY WHARF, LONDO

N E14 4QA ENGLAND  

(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号) 

1,141 0.27 

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10

号 
779 0.18 

資産管理サービス信託銀行株式会

社 

(信託Ｂ口) 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 晴海

アイランド 

トリトンスクエア オフィスタワーＺ棟 

772 0.18 

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２丁目11番３号 700 0.16 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 670 0.16 

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチ

ャーズ株式会社 
東京都中央区京橋１丁目２番１号 667 0.16 

ユービーエス(ルクセンブルグ)エ

ス・エイ 

(常任代理人 シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店) 

17-21 BD JOSEPH Ⅱ P. O. BOX2 L-201

0 LUXEMBOURG 

(東京都品川区東品川２丁目３番14号) 

665 0.15 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 480 0.11 

計 － 380,806 88.63 



（7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「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７株（議決権の数７個）含まれ

ております。 

②【自己株式等】 

  平成19年３月31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） 
（自己保有株式） 

普通株式      667  
－ 

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  429,001 429,001 同上 

端株 普通株式       7  － 同上 

発行済株式総数 429,675 － － 

総株主の議決権 － 429,001 － 

  平成19年３月31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（％） 

（自己保有株式）   

エヌ・アイ・エフ 

ＳＭＢＣベンチャ

ーズ株式会社 

東京都中央区京橋

一丁目２番１号 
667 － 667 0.16 

計 － 667 － 667 0.16 



（8）【ストックオプション制度の内容】 

  当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

① 平成16年６月24日定時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び使用人に対して無償で新株

予約権を発行することを平成16年６月24日の第21回定時株主総会において決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  「第２回新株予約権」 

 （注）「付与対象者の区分及び人数」欄の詳細については、割当日（平成16年８月２日）現在で記載しております。 

② 平成17年６月28日定時株主総会決議 

  旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び使用人に対して無償で新株

予約権を発行することを平成17年６月28日の第22回定時株主総会において決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  「2005年11月発行新株予約権」 

 （注）「付与対象者の区分及び人数」欄の詳細については、割当日（平成17年11月30日）現在で記載しております。 

決議年月日 平成16年６月24日 

付与対象者の区分及び人数（注） 

当社取締役  ５名 

当社執行役員 ８名 

当社使用人  86名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─ 

決議年月日 平成17年６月28日 

付与対象者の区分及び人数（注） 
当社取締役  ５名 

当社執行役員 14名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─ 



  「第３回新株予約権」 

 （注）「付与対象者の区分及び人数」欄の詳細については、割当日（平成17年11月30日）現在で記載しております。 

③ 平成18年６月27日定時株主総会決議 

 （a）会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の使用人（執行役員を含む。）に対して新株予

約権を無償で発行することを平成18年６月27日の第23回定時株主総会において決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  「2006年９月発行新株予約権Ⅱ」 

 （注）「付与対象者の区分及び人数」欄の詳細については、割当日（平成18年９月７日）現在で記載しております。 

  「2006年８月発行新株予約権Ⅲ」 

 （注）「付与対象者の区分及び人数」欄の詳細については、割当日（平成18年８月31日）現在で記載しております。 

決議年月日 平成17年６月28日 

付与対象者の区分及び人数（注） 当社使用人  140名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─ 

決議年月日 平成18年６月27日 

付与対象者の区分及び人数（注） 当社執行役員 14名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─ 

決議年月日 平成18年６月27日 

付与対象者の区分及び人数（注） 当社使用人  141名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─ 



 （b）会社法第361条第１項第３号の規定に基づき、取締役の報酬等のうち金銭でないものの具体的な内容とし

て、平成18年６月27日の定時株主総会において決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  「新株予約権Ⅰ」 

 （注）当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割当を含む。以下同じ。）又は、株式併合を行う場合、その他株式数

    の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。 

④ 平成18年６月27日定時株主総会決議及び平成18年８月22日取締役会決議 

  会社法第361条第１項第３号の規定に基づき、取締役の報酬等のうち金銭でないものの具体的な内容として、

平成18年６月27日の定時株主総会において決議され、また、当社取締役に対して新株予約権を発行することを平

成18年８月22日の取締役会において決議したものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  「2006年９月発行新株予約権Ⅰ」 

（注）「付与対象者の区分及び人数」欄の詳細については、割当日（平成18年８月31日）現在で記載しております。 

決議年月日 平成18年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 

なお、人数については、今後開催される取締役会で

決議されます。 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 

80株を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年

以内の日に発行する新株予約権を行使することによ

り交付を受けることができる株式数の上限とする。

（注） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
新株予約権の行使の目的となる株式１株当たりの払

込金額は１円とする。 

新株予約権の行使期間 

新株予約権を割り当てる日の翌日から平成39年６月

26日までの範囲内で、当社取締役会において決定す

る。 

新株予約権の行使の条件 
新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会にお

いて定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役

会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─ 

決議年月日 平成18年６月27日及び平成18年８月22日 

付与対象者の区分及び人数（注） 当社取締役  ５名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─ 



⑤ 平成19年６月26日定時株主総会決議 

  会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の使用人（執行役員を含む。）に対して新株予約

権を無償で発行することを平成19年６月26日の第24回定時株主総会において決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  「新株予約権Ａ」 

（注）株主総会における決議の日（以下「決議日」という。）後に、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行

う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の

算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数

の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

決議年月日 平成19年６月26日 

付与対象者の区分及び人数 

当社執行役員 

なお、人数については、今後開催される取締役会で

決議されます。 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 130株を上限とする（注） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
新株予約権の行使の目的となる株式１株当たりの払

込金額は１円とする。 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から平成39年６月26日までの範囲

内で、当社取締役会が定める期間とする。 

新株予約権の行使の条件 

①１個の新株予約権の一部行使はできないものとす

る。 

②新株予約権の権利者が、当社及び当社関係会社の

うち、当社取締役会が決定する会社の取締役及び

執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から

新株予約権を行使できるものとする。 

③上記②にかかわらず、新株予約権の行使期間の末

日の30日前の日より、他の行使の条件に従い、新

株予約権を行使できるものとする。 

④その他の行使の条件は、当社と新株予約権の権利

者との間で締結する新株予約権割当契約において

定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役

会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─ 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 



  「新株予約権Ｂ」 

（注）１．決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割

又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調

整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株

式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

２．新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」とい

う。）は、新株予約権を割り当てる日（以下、この項において「割当日」という。）の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）におけるジャスダック証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平

均値、又は割当日の終値（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。）のいずれか高い額に

1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。 

 なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行を行う場合（当社普通株式に

転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合を除く。）には、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る

 自己株式を控除した数とする。 

 上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ

 行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

決議年月日 平成19年６月26日 

付与対象者の区分及び人数 

当社の使用人 

なお、人数については、今後開催される取締役会で

決議されます。 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 360株を上限とする（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成24年７月１日から平成29年６月25日までの範囲

内で、当社取締役会が定める期間とする。 

新株予約権の行使の条件 

①１個の新株予約権の一部行使はできないものとす

る。 

②その他の行使の条件は、当社と新株予約権の権利

者との間で締結する新株予約権割当契約において

定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締

役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項  ─ 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─ 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

  調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１ 

分割または併合の比率 

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 旧商法第211条ノ３第１項第２号の規定に基づく取締役会決議による普通株式の取得及び会社法

         第155条第３号に該当する普通株式の取得並びに会社法第155条７号に該当する普通株式の取得 

（1）【株主総会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

（2）【取締役会決議による取得の状況】 

（3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成17年10月28日）での決議状況 

（取得期間 平成17年10月31日～平成18年６月27日） 
3,000 900,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 1,758 732,516,000 

当事業年度における取得自己株式 － － 

残存決議株式の総数及び価額の総額 1,242 167,484,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 41.4 18.6 

当期間における取得自己株式 － － 

提出日現在の未行使割合（％） 41.4 18.6 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成18年６月27日）での決議状況 

（取得期間 平成18年６月30日～平成19年６月26日） 
800 400,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 － － 

当事業年度における取得自己株式 740 270,738,000 

残存決議株式の総数及び価額の総額 60 129,262,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 7.5 32.3 

当期間における取得自己株式 － － 

提出日現在の未行使割合（％） 7.5 32.3 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 0 157,182 

当期間における取得自己株式  － － 



（4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額 
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
－ － － － 

その他 

（新株予約権の行使に伴う譲渡を行った取

得自己株式） 

187 48,038,000 3 605,400 

保有自己株式数 667 － 664 － 



３【配当政策】 

 当社グループは、プライベート・エクイティ投資事業の拡大、財務体質の強化を目的に内部留保の充実を図るとと

もに、配当性向にも充分留意しつつ、株主の皆様への安定的な配当を行うことを基本方針としております。 

 当期につきましては、当期の業績等の諸事情を勘案し、期末配当金として一株当たり2,000 円を実施いたしまし

た。 

 なお、当社は、会社法第459条第１項に基づき、取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日とする期末配当、

毎年９月30日を基準日とする中間配当及びその他基準日を定めて剰余金の配当ができる旨の定款規定を設けておりま

す。ただし、現在のところ、年間の当期純利益を見定めたうえで配当額を決定しているため、期末配当のみを実施し

ております。 

４【株価の推移】 

（1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証

券業協会の公表のものであります。なお、第22期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会

の公表のものであります。 

２．当社は、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場に登録しておりましたが、平成16年12月の株式会

社ジャスダックの改組により、日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上

場いたしました。 

（2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

決議年月日 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 

平成19年５月18日 

取締役会決議 
858 2,000 

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） 310,000 338,000 
214,000 

※285,000 
909,000 788,000 

最低（円） 72,500 69,500 
120,000 

※127,000 
155,000 251,000 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高（円） 371,000 318,000 344,000 366,000 386,000 348,000 

最低（円） 288,000 251,000 290,000 280,000 308,000 295,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

代表取締役 

社   長 
  有明 一夫 昭和27年５月９日生

昭和50年４月 大和證券㈱（現㈱大和証券グルー

プ本社）入社 

平成８年２月 同社横浜支店長 

平成11年４月 大和証券㈱営業企画部長  

 平成12年６月 大和証券エスビーキャピタル・マ

ーケッツ㈱（現大和証券エスエム

ビーシー㈱）執行役員 大阪支店

駐在 

平成15年６月 大和証券㈱執行役員 中日本地域

担当 

平成16年５月 同社常務執行役員 エリア営業本

部長 

平成16年６月 同社常務取締役 エリア営業本部

長 

平成17年４月 同社専務取締役 営業本部長 

平成19年４月 当社顧問 

平成19年６月 当社代表取締役社長（現任） 

(注)２ ― 

代表取締役 

副 社 長 
  勝川 恒平 昭和26年１月８日生

昭和49年４月 ㈱住友銀行入行 

平成４年10月 同行一ツ橋支店長 

平成13年４月 ㈱三井住友銀行執行役員 大阪第

二法人営業本部長 

平成17年６月 同行常務執行役員 法人部門副責

任役員 東日本担当 

平成19年５月 当社顧問 

平成19年６月 当社代表取締役副社長（現任） 

(注)２ ― 

取締役副社長   脇水 純一郎 昭和23年８月16日生

昭和47年４月 大和證券㈱（現㈱大和証券グルー

プ本社）入社 

平成５年５月 同社業務開発部長 

平成11年４月 ㈱大和証券グループ本社執行役員

財務部長 

平成14年６月 同社取締役兼執行役員 財務担当

兼財務部長 

平成15年６月 同社常務取締役(ＣＦＯ) 

平成16年６月 同社取締役兼常務執行役(ＣＦＯ) 

平成17年４月 同社取締役兼専務執行役(ＣＩＯ) 

平成18年４月 当社執行役員 

平成18年６月 当社取締役副社長（現任） 

(注)２ 17 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

専務取締役 事業投資本部長 大谷 養 昭和24年１月２日生

昭和46年４月 大和證券㈱（現㈱大和証券グルー

プ本社）入社 

平成２年７月 同社事業法人営業第二部長 

平成11年４月 大和証券エスビーキャピタル・マ

ーケッツ㈱（現大和証券エスエム

ビーシー㈱）執行役員  

平成15年６月 当社専務執行役員  

    同年同月 当社専務取締役（現任） 

(注)２ 36 

専務取締役 業務本部長  成影 善生 昭和27年８月29日生

昭和51年４月 ㈱三井銀行入行 

平成６年10月 ㈱さくら銀行神楽坂支店長 

平成13年10月 ㈱三井住友銀行日比谷法人営業第

一部長 

平成16年４月 同行執行役員 法人審査第一部長 

平成19年５月 当社顧問 

平成19年６月 当社専務取締役（現任） 

(注)２ ― 

監査役 

（常勤） 
  迫間 忠司 昭和22年11月５日生

昭和47年４月 大和證券㈱（現㈱大和証券グルー

プ本社）入社 

平成５年２月 同社秋田支店長 

平成11年６月 大和インターナショナル信託銀行

㈱執行役員 

平成12年２月 大和証券エスビーキャピタル・マ

ーケッツ㈱（現大和証券エスエム

ビーシー㈱）地域法人部長 

平成15年７月 同社監査役室長 

平成16年６月 当社監査役（現任） 

(注)３ 12 

 



 （注）１．監査役迫間忠司、浅海直樹、大胡誠及び野田浩一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．平成19年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

３．平成18年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

４．平成19年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

５．当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導

入しております。執行役員は、次のとおりであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

監査役 

（常勤） 
  浅海 直樹 昭和25年８月29日生

昭和48年４月 ㈱三井銀行入行 

平成６年５月 Sakura Bank(Canada)取締役副社

長  

平成８年６月 同社取締役社長  

平成11年８月 ㈱さくら銀行三田通支店長  

平成13年４月 ㈱三井住友銀行外為事務部長 

平成16年４月 ㈱アールシーコア顧問 

平成16年６月 同社監査役 

平成19年６月 当社監査役（現任） 

(注)４ ― 

監査役 

（非常勤） 
  大胡 誠 昭和33年４月６日生

昭和61年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 

  柳田野村法律事務所入所（現任） 

  （平成12年10月より平成14年３月

まで㈱大和証券グループ本社経営

企画第一部及び法務監理部勤務） 

平成14年６月 当社監査役（現任） 

(注)３ ― 

監査役 

（非常勤） 
  野田 浩一 昭和35年５月11日生

昭和58年４月 ㈱住友銀行入行 

平成13年４月 ㈱三井住友銀行企業調査部次長 

平成15年６月 同行企業調査部長（現任） 

  同年同月 ＳＭＢＣキャピタル㈱監査役 

平成17年10月 当社監査役（現任） 

(注)３ ― 

        計   65

専務執行役員   松場清志 … 国際本部長 兼事業開発グループ担当 

専務執行役員   髙﨑準二 … 投資第一本部長 

専務執行役員   嶋村佳秀 … 業務企画グループ、投資企画グループ、投資事業組合事務局担当 

常務執行役員   冨永恵一 … 業務本部 副本部長（審査・資産管理グループ、総務グループ、法務コンプ

ライアンス室分担） 

常務執行役員   北山幸治 … 投資第二本部長 

常務執行役員   谷口修一 … 事業投資本部 副本部長（事業投資第一グループ、事業投資第二グループ分

担） 

執行役員   日尾民明 … 業務本部 副本部長（財務グループ、経営企画グループ分担） 

執行役員   中川秀登 … 投資企画グループ、投資事業組合事務局分担 兼エヌ・アイ・エフＳＭＢＣ

事務サービス㈱代表取締役社長 

執行役員   池田謙次 … 投資第一本部 副本部長（投資第四グループ、投資第五グループ分担） 

執行役員   実歳英雄 … 投資第一本部 副本部長（中部支社、九州支社分担）兼投資第九グループ分

担 

執行役員   田中 勝 … 事業投資本部 副本部長（事業投資第三グループ分担）兼事業投資第三グル

ープマネージャー 

執行役員   中野稔彦 … 投資第一本部 副本部長（企業開発グループ分担）兼事業開発グループ分担

兼企業開発グループマネージャー 

執行役員   横山英世 … 投資第一本部 副本部長（投資第一グループ、投資第二グループ、投資第三

グループ分担）兼投資第一グループマネージャー 

執行役員   中村卓司 … 投資第二本部 副本部長（投資第六グループ分担） 

執行役員   水流邦夫 … 投資第二本部 副本部長（関西支社長） 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るべく、業務執行の責任と権限を明確にして機能強化を図る一

方、監査役による独立した監査機能の強化を図っております。 

また、当社は、プライベート・エクイティビジネスの事業特性上、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制

を確立し、適正かつ効率的な業務遂行のための内部統制システムを充分に機能させていく必要があると考えており

ます。 

組織面については、機動的・効率的な意思決定の枠組を維持する一方で、コンプライアンスに関する社内におけ

る統括部署として法務コンプライアンス室を設置するとともに、副社長を統括責任者とする業務執行ラインとは別

系列の「内部管理者制度」を設け、コーポレート・ガバナンスに係る監査役監査及び内部監査部門（内部監査室）

による内部監査と併せ、重層的枠組を構築しております。 

（1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

 ① 会社の機関の基本説明 

当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しております。 

取締役会は、効率的・機動的な意思決定を図るべく、少人数の取締役で構成し、代表取締役以下すべてを業務執

行取締役としております。業務執行体制として、代表取締役の下に業務執行取締役及び執行役員を本部長とする

本部制を採用しております。取締役会において法令・定款に定める事項を決定するほか、重要な意思決定を要す

る事項については、経営会議その他の重要会議が決定することとしております。 

他方、すべての監査役を社外監査役とし、経営の監視・監督機能を強化する体制を採っております。 

 ② 会社の機関の内容及び内部統制の関係 

 ※ 重要会議とは、経営会議、執行役員会議、リスクマネジメント会議、業務監査会議、ディスクロージャー委員

   会、投資委員会、有価証券管理委員会を指します。 



 ③ 内部統制システムの整備の状況 

当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株

式会社の業務の適正を確保するために必要な体制」の整備に関し、会社法施行後の平成18年５月17日開催の取締

役会において基本方針を決議し、会社運営の最重要事項の一つとして、体制の確立・強化に取組んでおります。 

 ④ 内部監査及び監査役監査の状況 

当社では、業務執行から独立した代表取締役直轄の内部監査部門として内部監査室（２名）を設置し、「内部

監査規程」及び業務監査会議において承認された監査計画に基づき業務執行の状況を監査し、その結果について

は、業務監査会議に報告されております。 

当社の監査役は４名（うち常勤監査役２名）であり監査役会を設置しております。常勤監査役は重要会議全て

に出席の上、必要に応じ質問するとともに意見を表明しております。また、各部門への実査や稟議書等の書類監

査を通して、監査役監査の充実を図っております。 

 また、内部監査室から内部監査実施の都度状況報告を受けるとともに、課題に応じ、随時情報交換を実施する

ほか、半期毎に会計監査人から監査結果の報告を受け、期末監査については、３月から４月にかけ数回、監査方

針・監査要領を聴取し、その内容を確認の上、監査報告書を作成しております。 

 なお、監査計画に関し、会計監査人と７月から８月に定例打合せを実施しております。 

 ⑤ 会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、堀内巧氏、小澤陽一氏、梅津広氏の３名であり、あずさ監査法

人の指定社員であります。継続関与年数は３名とも７年以内であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会

計士９名、会計士補等17名、その他９名であります。 

 ⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係 

当社に社外取締役はおりません。監査役の４名は全員が社外監査役であります。社外監査役のうち１名は、有

価証券報告書提出日現在で当社株式を12株保有しておりますが、当社と社外監査役の間に、人的関係または取引

関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役の所有株式数は「５ 役員の状況」に記載しておりま

す。 

 ⑦ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

当期におきましては、各会議体規程及び稟議規程を全面的に見直し、決裁権限の一層の明確化を図ったほか、

「コンプライアンス基本規程」を改訂し、当社のコンプライアンスに関する基本的な枠組みについて整備いたし

ました。 

また、全役職員を対象として、インサイダー取引、個人情報保護に関して研修を実施するなど、内部管理体制

の強化に取り組んでまいりました。 

（2）役員報酬の内容 

役員報酬は次のとおりであります。 

 （注）１．上記の報酬等の額には、取締役に対し、ストック・オプションとして割り当てた新株予約権12百万円を含ん

でおります。 

    ２．上記は、平成18年６月27日開催の第23回定時株主総会の翌日以降在任した取締役５名及び監査役４名を対象

としております。なお、当事業年度中に、上記報酬等の額のほか、退任した取締役４名及び監査役３名に対

して、次のとおり支給しております。 

          退職慰労金（平成18年６月27日開催の定時株主総会決議） 

        14百万円（退任取締役４名） 

         6百万円（退任監査役３名） 

  役員報酬   2百万円（退任監査役１名） 

（3）監査報酬の内容 

当社のあずさ監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬は

34百万円であります。 

区分 人数（名） 報酬等の額（百万円） 

 取締役 5 301 

 監査役 4 27 

 計 9 328 



（4）取締役の定数 

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。 

（5）取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

（6）剰余金の配当等の決定機関 

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取

締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 

（7）株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項の規定による株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行う旨定款

に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を

行うことを目的とするものであります。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

（1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「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、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。 

（2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「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、前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の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、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）及び当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成17

年４月１日から平成18年３月31日まで）及び当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表

について、あずさ監査法人による監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

（1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３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 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  11,536 24,147 

２ 営業投資有価証券 
※１ 
※３ 
※７ 

59,915 112,425   

３ 投資損失引当金  △6,843 53,071 △11,640 100,785 

４ 営業貸付金  1,653 725 

５ 有価証券  2,375 5,562 

６ その他  328 980 

   貸倒引当金  △30 △30 

流動資産合計  68,935 89.2 132,171 95.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※２   

（1）建物及び構築物  309 368 

（2）土地  991 991 

（3）その他  60 151 

有形固定資産合計  1,360 1.8 1,511 1.1

２ 無形固定資産  144 0.2 182 0.1

３ 投資その他の資産    

（1）投資有価証券 
※３
※７ 

6,266 4,278 

（2）固定化営業債権 ※４ 97 － 

（3）その他 
※３
※４ 

435 412 

投資その他の資産合計  6,799 8.8 4,690 3.4

固定資産合計  8,304 10.8 6,384 4.6

資産合計  77,240 100.0 138,556 100.0 

     
 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３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 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 短期借入金  6,350 8,350 

２ 一年以内返済予定長期借
入金 

※１ 11,415 6,832 

３ 未払法人税等  115 39 

４ 繰延税金負債  1,504 2,099 

５ 賞与引当金  480 454 

６ 役員賞与引当金   － 98 

７ その他  773 473 

流動負債合計  20,638 26.7 18,346 13.2

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※１ 16,952 19,395 

２ 繰延税金負債  542 277 

３ 匿名組合出資預り金  834 2,253 

４ 退職給付引当金  433 507 

５ 役員退職慰労引当金  65 75 

固定負債合計  18,826 24.4 22,509 16.3

負債合計  39,465 51.1 40,856 29.5

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※５ 18,767 24.3 － －

Ⅱ 資本剰余金  6,824 8.8 － －

Ⅲ 利益剰余金  9,246 12.0 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,980 3.9 － －

Ⅴ 為替換算調整勘定  18 0.0 － －

Ⅵ 自己株式 ※６ △63 △0.1 － －

資本合計  37,774 48.9 － －

負債及び資本合計  77,240 100.0 － － 

     
 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３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 
（％） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  － － 18,767 13.6

２ 資本剰余金  － － 6,824 4.9

３ 利益剰余金  － － 12,952 9.4

４ 自己株式  － － △238 △0.2

５ 自己株式申込証拠金  － － 0 0.0

  株主資本合計  － － 38,306 27.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額
金 

 － － 3,465 2.5

２ 為替換算調整勘定  － － 20 0.0

  評価・換算差額等合計  － － 3,485 2.5

Ⅲ 新株予約権  － － 43 0.0

Ⅳ 少数株主持分  － － 55,864 40.3

純資産合計  － － 97,699 70.5

負債純資産合計  － － 138,556 100.0

     



②【連結損益計算書】 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 
（％） 

Ⅰ 売上高     

１ 営業投資有価証券売上高   15,479 27,913   

２ 投資事業組合等運営報酬   4,680 2,702   

３ 営業貸付金利息   87 47   

４ その他   197 20,444 100.0 63 30,726 100.0 

Ⅱ 売上原価     

１ 営業投資有価証券売上原
価 

※１ 8,203 14,908   

２ 投資損失引当金繰入額   2,550 5,150   

３ 資金原価   361 385   

４ その他   34 11,149 54.5 0 20,445 66.5

売上総利益   9,294 45.5 10,281 33.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 4,671 22.9 6,119 20.0

営業利益   4,622 22.6 4,161 13.5

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   8 11   

２ 受取配当金   56 73   

３ 為替差益   9 119   

４ 免税事業者消費税等   14 －   

５ その他   43 131 0.6 43 247 0.8

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   96 73   

２ 新株発行費   50 －   

３ その他   3 149 0.7 3 76 0.2

経常利益   4,604 22.5 4,332 14.1

 



    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 
（％） 

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益 ※３ 1,962 504   

２ 固定資産売却益 ※４ 24 1   

３ 固定化営業債権売却益    － 3   

４ 貸倒引当金戻入益   70 2,056 10.0 83 592 1.9

Ⅶ 特別損失     

１ 投資有価証券評価損   45 －   

２ 投資有価証券売却損   25 1   

３ 固定資産評価損 ※５ 2 －   

４ 固定資産除却損 ※６ 9 140   

５ 貸倒引当金繰入額   － 3   

６ 合併費用 ※７ 150 －   

７ 本社移転費用   － 231 1.1 134 280 0.9

匿名組合損益分配前税金
等調整前当期純利益 

  6,429 31.4 4,644 15.1

匿名組合損益分配額   △181 △0.9 △108 △0.4

税金等調整前当期純利益   6,611 32.3 4,753 15.5

法人税、住民税及び事業
税 

  53 46   

法人税等調整額   0 54 0.2 － 46 0.2

少数株主損失   － － 70 0.2

当期純利益   6,557 32.1 4,777 15.5

      



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

    
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（百万円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   9,924

Ⅱ 資本剰余金増加高   

   増資による新株の発行   4,999 4,999

Ⅲ 資本剰余金減少高   

   欠損てん補のための利益 
 剰余金への振替額及び取 
 崩額 

  8,100 8,100

Ⅳ 資本剰余金期末残高   6,824

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △7,686

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 当期純利益   6,557

  ２ 資本剰余金からの振替に 
  よる増加高 

  8,100

  ３ 合併に伴う増加高   2,455 17,113

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 自己株式処分差損    161

２ 連結子会社の減少に伴う
減少高  

  17

３ 連結子会社の増加に伴う 
減少高 

  0 180

Ⅳ 利益剰余金期末残高   9,246

    



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）平成18年６月27日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
自己株式 

申込証拠金 
株主資本 
合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

18,767 6,824 9,246 △63 － 34,775 

連結会計年度中の変動額            

剰余金の配当（注）     △859     △859 

役員賞与（注）     △165     △165 

当期純利益     4,777     4,777 

自己株式の取得       △270   △270 

自己株式の処分     △47 95   48 

その他          0 0 

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額（純額） 

            

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 3,705 △174 0 3,531 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

18,767 6,824 12,952 △238 0 38,306 

 

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 

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 
（百万円） 

2,980 18 2,999 － － 37,774 

連結会計年度中の変動額            

剰余金の配当（注）           △859 

役員賞与（注）           △165 

当期純利益           4,777 

自己株式の取得           △270 

自己株式の処分           48 

その他            0 

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額（純額） 

484 1 485 43 55,864 56,393 

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

484 1 485 43 55,864 59,924 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

3,465 20 3,485 43 55,864 97,699 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

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 税金等調整前当期純利益   6,611 4,753 

２ 減価償却費   99 122 

３ 連結調整勘定償却額   43 － 

４ 貸倒引当金の減少額   △7 － 

５ 投資損失引当金の減少額   △80 △1,416 

６ 賞与引当金の増加額（△減
少額） 

  218 △25 

７ 役員賞与引当金の増加額   － 98 

８ 退職給付引当金の増加額   86 74 

９ 役員退職慰労引当金の増加
額 

  22 10 

10 受取利息及び受取配当金   △326 △84 

11 資金原価及び支払利息   458 459 

12 投資有価証券評価損   45 － 

13 投資有価証券売却損益   △1,936 △502 

14 匿名組合損益分配額    △181 △108 

15 固定資産除売却損益   △15 139 

16 固定資産評価損   2 － 

17 営業投資有価証券の減少額
（△増加額） 

  2,604 △9,812 

18 営業貸付金の減少額   2,329 1,025 

19 組合出資金持分相当額の現
金及び預金の増加額 

  △272 － 

20 組合帰属の現金及び預金の
増加額 

  － △7,084 

21 組合出資金持分相当額の有
価証券の減少額 

  985 － 

22 組合帰属の有価証券の減少
額  

  － 14,113 

23 未収入金の減少額    928 81 

24 少数株主の出資の減少額   － △3,233 

25 役員賞与の支払額   － △165 

26 その他   141 △847 

小計   11,757 △2,403 

 



    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

27 利息及び配当金の受取額   324 86 

28 利息の支払額   △441 △457 

29 法人税等の支払額 ※３  △962 △69 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  10,678 △2,843 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

    

１ 定期預金の解約による収入    100 － 

２ 投資有価証券の取得による
支出 

  △15 △13 

３ 投資有価証券の売却及び償
還による収入 

  2,954 1,956 

４ 有形固定資産の取得による
支出 

  △137 △356 

５ 有形固定資産の売却による
収入 

  244 0 

６ その他   16 △185 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  3,162 1,401 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

    

１ 短期借入金の純増加額（△
純減少額） 

  △9,150 2,000 

２ 長期借入れによる収入   9,500 9,275 

３ 長期借入金の返済による支
出 

  △22,983 △11,415 

４ 匿名組合出資者からの収入    1,016 1,527 

５ 配当金の支払額   － △859 

６ 株式発行による収入    9,949 － 

７ 自己株式の取得による支出    △732 △270 

８ 自己株式の売却による収入   507 48 

９ その他   － 0 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  △11,893 306 

 



    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

  18 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（△減少額） 

  1,965 △1,134 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

  4,463 7,154 

Ⅶ 合併による現金及び現金同等
物の増加額  

  738 － 

Ⅷ 新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加額  

  9 － 

Ⅸ 連結除外に伴う現金及び現金
同等物減少額 

  △21 － 

Ⅹ 現金及び現金同等物の期末残
高 

※１  7,154 6,020 

      



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社数 ７社 

会社名 

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣ事務サービス株式会社 

（旧エヌ・アイ・エフ事務サービス株式会社） 

ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社 

ＮＩＦコーポレート・マネジメント株式会社 

ＮＳキャピタル株式会社 

ＮＩＦコーポレート・インベストメンツ株式会社 

（旧ＮＩＦキャピタルパートナーズＣ株式会社） 

NIF Ventures USA,Inc. 

NIF International（Asia）Ltd. 

（注）当連結会計年度の下期におけるＳＭＢＣキ

ャピタル株式会社との合併に伴い、各子会

社の位置づけや重要性等を勘案し、連結の

範囲を見直した結果、当連結会計年度よ

り、非連結子会社であったＮＩＦコーポレ

ート・インベストメンツ株式会社を連結の

範囲に含め、事業活動を停止しているＮＩ

Ｆバイアウトマネジメント株式会社及び有

限会社ＮＩＦキャピタルパートナーズＤを

連結の範囲から除外しました。なお、当中

間連結会計期間において上記と同様の連結

の範囲とした場合の損益及び総資産等に与

える影響は軽微であります。 

また、ＳＭＢＣキャピタル株式会社との

合併により、同社子会社のＮＳキャピタル

株式会社は当連結会計年度より、連結の範

囲に含めております。 

１．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社数 36社（29組合を含む） 

主要な連結子会社名 

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣ事務サービス株式会社 

ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社 

ＮＩＦコーポレート・マネジメント株式会社 

ＮＳキャピタル株式会社 

ＮＩＦコーポレート・インベストメンツ株式会社 

NIF SMBC Ventures USA,Inc. 

（旧 NIF Ventures USA,Inc.） 

NIF SMBC Ventures Asia Limited 

（旧 NIF International（Asia）Ltd.） 

NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合 

NIF-PAMA企業支援ファンドA号投資事業有限責任組

合 

投資事業有限責任組合エヌアイエフグローバルフ

ァンド 

投資事業組合「NIF21-ONE(1号)」 

投資事業組合「NIFニューテクノロジーファンド20

00/1号」 

投資事業組合「NIFニューテクノロジーファンド20

00/2号」 

（注）ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社は

平成19年４月１日に当社と合併いたしまし

た。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「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 平成18年９月

８日 実務対応報告第20号）を適用しておりま

す。この結果、29組合を連結の範囲に含めており

ます。 

 この変更により、総資産が54,110百万円、売上

高が11,617百万円、売上総利益が404百万円増加

し、営業利益が168百万円、経常利益及び税金等調

整前当期純利益がそれぞれ165百万円、当期純利益

が94百万円減少しております。 

（2）主要な非連結子会社の名称等 

会社名 

ＮＩＦバイアウトマネジメント株式会社 

ＮＩＦキャピタルパートナーズＦ株式会社 

有限会社ＮＩＦキャピタルパートナーズＤ 

NIF Management Singapore Pte.Ltd. 

（2）主要な非連結子会社の名称等 

会社名 

ＮＩＦバイアウトマネジメント株式会社 

グリーン・パートナーズＡ株式会社 

グリーン・パートナーズＢ株式会社 

有限会社ＮＩＦキャピタルパートナーズＤ 

NIF Management Singapore Pte.Ltd. 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社はいずれも事業活動を停止してお

り、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益

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、連結

の範囲から除外しております。 

ＮＩＦキャピタルパートナーズＢ株式会社は、

売却により非連結子会社から除外しております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 ＮＩＦバイアウトマネジメント株式会社、グリ

ーン・パートナーズＡ株式会社、有限会社ＮＩＦ

キャピタルパートナーズＤ及びNIF Management  

Singapore Pte.Ltd.は、事業活動を停止してお

り、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも当連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連 

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

ＮＩＦキャピタルパートナーズＦ株式会社は、

当連結会計年度に新たに設立いたしました。 

結の範囲から除外しております。また、グリー

ン・パートナーズＢ株式会社は、その支配が一時

的であるため、連結の範囲から除外しておりま

す。 

なお、グリーン・パートナーズＢ株式会社は、

投資先との合併が予定されているため、営業投資

有価証券に含めて表示しております。 

グリーン・パートナーズＡ株式会社及びグリー

ン・パートナーズＢ株式会社は、当連結会計年度

にバイアウト事業を目的として新たに設立いたし

ました。 

（3）他の会社等の議決権の50％超を自己の計算におい

て所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子

会社としなかった当該他の会社等の名称等 

  会社名 

    株式会社マツダレンタカー 

    投資事業組合等を通じて投資している会社を考慮

した場合の上記以外の当該他の会社等の名称   

  会社名 

    株式会社ＧＡＢＡ 

    株式会社学研クレジット 

（3）他の会社等の議決権の50％超を自己の計算におい

て所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子

会社としなかった当該他の会社等の名称等 

会社名 

    株式会社学研クレジット 

  株式会社ＧＡＢＡ 

  株式会社サンダンス・リゾート 

  株式会社マツダレンタカー 

  株式会社ＹＶＯ 

  北陸成型工業株式会社 

  丸星株式会社 

  キューサイ株式会社 

  シーディーエスアイ株式会社 

  アルメックスＰＥ株式会社 

（子会社としなかった理由） 

 当社の主たる営業目的である国内外の有望な未

上場企業等の投資育成のための取得であり、傘下

に入れることを目的としていないためでありま

す。 

（子会社としなかった理由） 

 当社の主たる営業目的である国内外の有望な未

上場企業等の投資育成のための取得であり、傘下

に入れることを目的としていないためでありま

す。 

（4）投資事業組合等の連結の範囲に関する取扱い 

 投資事業組合等に対する出資のうち、当社及び連

結子会社（以下「当社グループ」という。）の持分

割合が50％を超えるものが１組合ありますが、投資

事業組合等の資産、負債及び収益、費用は持分割合

に応じて各出資者に帰属するため、投資事業組合等

は子会社として取り扱っておりません。 

（4）      ──────  

２．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法を適用した非連結子会社の数 

該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法を適用した非連結子会社の数 

該当事項はありません。 

（2）持分法を適用した関連会社の数 

該当事項はありません。 

（2）持分法を適用した関連会社の数 

該当事項はありません。 

（3）持分法を適用していない主要な非連結子会社及び

関連会社の名称等 

会社名 

ＮＩＦバイアウトマネジメント株式会社 

ＮＩＦキャピタルパートナーズＦ株式会社 

有限会社ＮＩＦキャピタルパートナーズＤ 

NIF Management Singapore Pte.Ltd. 

Meitung Ltd. 

PT.Danareksa-Daiwa NIF Ventures 

（3）持分法を適用していない主要な非連結子会社及び

関連会社の名称等 

会社名 

ＮＩＦバイアウトマネジメント株式会社 

グリーン・パートナーズＡ株式会社 

グリーン・パートナーズＢ株式会社 

有限会社ＮＩＦキャピタルパートナーズＤ 

NIF Management Singapore Pte.Ltd. 

バリュエーション＆リサーチ株式会社 

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

BPMB-NIF Modal Teroka Sdn.Bhd. Meitung Ltd. 

（持分法を適用していない理由） 

 持分法非適用会社の当期純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額は、い

ずれ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はないことから、持分法

の適用から除外しております。  

    ＮＩＦキャピタルパートナーズＢ株式会社は、 

   売却により持分法を適用していない非連結子会社 

   から除外しております。  

    ＮＩＦキャピタルパートナーズＦ株式会社は、 

   当連結会計年度に新たに設立いたしました。 

（持分法を適用していない理由） 

 ＮＩＦバイアウトマネジメント株式会社、グリ

ーン・パートナーズＡ株式会社、有限会社ＮＩＦ

キャピタルパートナーズＤ、NIF Management  

Singapore Pte.Ltd.、バリュエーション＆リサー

チ株式会社及びMeitung Ltd.の当期純損益及び利

益剰余金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計

額は、いずれも当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はないことか

ら、持分法の適用から除外しております。 

 また、グリーン・パートナーズＢ株式会社は、

その支配が一時的であるため、持分法の適用から

除外しております。 

 PT.Danareksa-Daiwa NIF Venturesは、清算によ

り、BPMB-NIF Modal Teroka Sdn.Bhd.は、売却に

より、持分法非適用関連会社から除外しておりま

す。 

（4）他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己

の計算において所有しているにもかかわらず関連会

社としていない当該他の会社等の名称等 

会社名 

加藤精機株式会社 

株式会社サンダンス・リゾート 

ＭＨホールディングス株式会社 

株式会社ヒガ・インダストリーズ 

 投資事業組合等を通じて投資している会社を考慮

した場合の上記以外の当該他の会社等の名称  

会社名 

  株式会社ＹＶＯ 

（4）他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己

の計算において所有しているにもかかわらず関連会

社としていない当該他の会社等の名称等 

会社名 

株式会社ヒガ・インダストリーズ 

加藤精機株式会社 

ジーンワールド株式会社 

株式会社シーアンドエヌ 

株式会社レストラン・エクスプレス 

株式会社カンバス 

ウィンワークス株式会社 

エフストリ－ム株式会社 

ネットイヤーグループ株式会社 

シンフォニーマーケティング株式会社 

株式会社ＮＳＣｏｒｅ 

株式会社アイビット 

株式会社ＡＣＴＧｅｎ 

株式会社アイ・デザイン 

テムリック株式会社 

株式会社マグネス 

メビオファーム株式会社 

サイファーゲート株式会社 

株式会社キューサイ研究所 

株式会社アプライド・マイクロシステム 

株式会社メカロ秋田 

アイエスエス株式会社 

株式会社アジャスト 

株式会社リボミック 

株式会社アーキウェブ 

株式会社フィルカンパニー 

Ｔ＆Ｎアドバイザーズ株式会社 

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（関連会社としなかった理由） 

 当社の主たる営業目的である国内外の有望な未

上場企業等の投資育成のための取得であり、人

事、資金、技術、取引等の関係を通じての支配を

目的としていないためであります。 

（関連会社としなかった理由） 

 当社の主たる営業目的である国内外の有望な未

上場企業等の投資育成のための取得であり、人

事、資金、技術、取引等の関係を通じての支配を

目的としていないためであります。 

（5）投資事業組合等の持分法の適用に関する取扱い 

 投資事業組合等に対する出資のうち、当社グル

ープの持分割合が20％以上、50％以下であるもの

が26組合ありますが、投資事業組合等の資産、負

債及び収益、費用は持分割合に応じて各出資者に

帰属するため、投資事業組合等は関連会社として

取り扱っておりません。 

（5）      ──────  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、下記の３社の決算日は12月

31日であります。 

ＮＩＦコーポレート・インベストメンツ株式会社 

NIF Ventures USA,Inc. 

NIF International（Asia）Ltd. 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の

財務諸表を使用しております。ただし、連結決算

日との間に生じ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。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、31社（29組合を含む）の決

算日は12月31日であります。 

 上記のうち、29組合については、連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用して

おります。また、それ以外の２社については、各

社の決算日における財務諸表を使用し、連結決算

日までの間に生じ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。 

 なお、ＮＩＦコーポレート・インベストメンツ

株式会社は当連結会計年度より従来の12月31日か

ら３月31日に決算日を変更したことにより、当連

結会計年度における会計期間は、平成18年１月１

日から平成19年３月31日までの15ヶ月間となって

おります。この変更による影響は軽微でありま

す。 

  （追加情報） 

 当連結会計年度より連結の範囲に含められた投

資事業組合等は、決算日が連結決算日と異なり、

当中間連結会計期間においては、投資事業組合等

の事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っておりま

したが、連結財務情報をより適切に開示するため

に、当連結会計年度より、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用する方法に変

更しております。この結果、当連結会計年度にお

ける投資事業組合等の会計期間は平成18年１月１

日から平成19年３月31日までの15ヶ月間となって

おります。 

 この変更により、総資産が12,417百万円減少

し、売上高が2,240百万円、売上総利益が289百万

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益がそれぞれ252百万円、当期純利益が94

百万円減少しておりますが、これらの影響額は、

「１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社

数 （会計方針の変更）」に記載された影響額に

含まれております。 

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   なお、当下期に、連結決算日現在で投資事業組

合等の仮決算を行うための社内体制が整備された

ため、当該変更を下期に行っております。 

 従って、当中間連結会計期間は変更後の方法に

よった場合に比べ、総資産が7,390百万円、売上高

が3,361百万円、売上総利益が1,308百万円、営業

利益が802百万円、経常利益及び税金等調整前中間

純利益がそれぞれ795百万円、中間純利益が83百万

円少なく計上されております。 

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 

（a）時価のあるもの 

 決算日の市場価格等による時価法（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。 

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 

（a）時価のあるもの 

 決算日の市場価格等による時価法（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。 

（b）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。 

（b）時価のないもの 

同左 

②デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

②デリバティブ 

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 

 当社及び国内連結子会社は定率法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物  ６～60年 

 在外連結子会社については、所在地国の会計基

準に基づく定額法を採用しております。 

（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 

 当社及び国内連結子会社は定率法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物  ８～60年 

 在外連結子会社については、所在地国の会計基

準に基づく定額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 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）で償却しております。 

② 無形固定資産 

同左 

（3）重要な引当金の計上基準 

① 投資損失引当金 

 当連結会計年度末現在に有する営業投資有価証

券の損失に備えるため、投資先会社の実情を勘案

の上、その損失見積額を計上しております。 

（3）重要な引当金の計上基準 

① 投資損失引当金 

同左 

② 貸倒引当金 

 貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国

内連結子会社は一般債権については貸倒実績率法

により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等につい

ては財務内容評価法により計上しております。ま

た、在外連結子会社は、個別の債権について回収

可能性を検討し、貸倒見積額を計上しておりま

す。 

② 貸倒引当金 

同左 

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

③ 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支

給見込額のうち、当連結会計年度の負担額を計上

しております。 

③ 賞与引当金 

同左 

④       ──────  ④ 役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給

見込額のうち、当連結会計年度の負担額を計上し

ております。 

  （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 

企業会計基準第４号）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当

期純利益は、それぞれ98百万円減少しておりま

す。 

⑤ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に

基づく当連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。これは当社の退職金が、将来の昇給等によ

る給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等

に応じて、各連結会計年度ごとに各人別に勤務費

用が確定するためであります。 

⑤ 退職給付引当金 

同左 

⑥ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員

退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給

額を計上しております。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

同左 

（4）連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財

務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資

産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円換算し、為替差額は損益として処理

しております。なお、在外連結子会社の資産及び

負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換

算し、為替差額は資本の部における為替換算調整

勘定に含めております。 

（4）連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財

務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資

産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円換算し、為替差額は損益として処理

しております。なお、在外連結子会社の資産及び

負債は、各社の決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、為替差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めております。 

（5）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。 

（5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

（6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理を採用しており

ます。 

（6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段は金利スワップ、ヘッジ対象は変動

金利の借入金であります。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左  

③ ヘッジ方針 

 金利スワップは将来の金利上昇リスクを回避す

る目的で利用しているのみであり、投機目的の取

引は行わない方針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左  

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たしている

ため、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 

（7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 営業投資有価証券売上高及び営業投資有価証券

売上原価 

 「営業投資有価証券売上高」は、当社グループ

が投資育成目的で取得した営業投資有価証券の売

却収入、受取利息及び受取配当金等を計上し、

「営業投資有価証券売上原価」は、これに対応す

る営業投資有価証券の売却簿価、支払手数料等を

計上しております。 

（7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 営業投資有価証券売上高及び営業投資有価証券

売上原価 

 「営業投資有価証券売上高」は、投資育成目的

で取得した営業投資有価証券の売却収入、受取利

息及び受取配当金等を計上し、「営業投資有価証

券売上原価」は、これに対応する営業投資有価証

券の売却簿価、支払手数料等を計上しておりま

す。  

② 投資事業組合等への出資金の会計処理 

 投資事業組合等への出資金に係る会計処理は、

組合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間

会計期間に係る中間財務諸表に基づいて、組合等

の資産・負債・収益・費用を当社グループの出資

持分割合に応じて計上しております。なお、当社

グループが運営管理する組合等への出資金のう

ち、事業年度末が９月末の組合等への出資金につ

いては、事業年度末から３ヶ月経過した日におけ

る組合の資産・負債及び同期間に発生した収益・

費用の集計に基づいて当社グループの出資持分割

合に応じて計上しております。 

② 投資事業組合等（連結子会社以外）への出資金

の会計処理 

 当社及び投資事業組合等を除く連結子会社（以

下「当社グループ」という。）が運営管理する投

資事業組合等（連結子会社以外）への出資金の会

計処理は、連結決算日における投資事業組合等の

仮決算による財務諸表に基づいて、投資事業組合

等の資産・負債及び収益・費用を当社グループの

出資持分割合に応じて計上しております。 

 また、他社が運営管理する投資事業組合等への

出資金の会計処理は、投資事業組合等の事業年度

の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中

間財務諸表に基づいて、投資事業組合等の資産・

負債及び収益・費用を当社グループの出資持分割

合に応じて計上しております。 

  （会計方針の変更） 

 当社グループが運営管理する投資事業組合等

（連結子会社以外）への出資金の会計処理は、従

来、投資事業組合等の事業年度の財務諸表及び事

業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づ

いて、投資事業組合等の資産・負債及び収益・費

用を当社グループの出資持分割合に応じて計上し

ておりましたが、当連結会計年度より、連結決算

日現在で実施した仮決算による財務諸表に基づい

て、投資事業組合等の資産・負債及び収益・費用

を当社グループの出資持分割合に応じて計上する

方法に変更しております。 

 この変更は、投資事業組合等の連結に加え、当

社グループの当該投資事業組合等への出資金額が

増加し、当該投資事業組合等への出資額の重要性

が増したことから、連結決算日と当該投資事業組

合等の決算日との差異を解消することにより、連

結会社の資産・負債及び収益・費用をより適切に

計上、表示するためのものであります。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場

合に比べ、総資産が85百万円、売上高が1,099百万

円、売上総利益が480百万円、営業利益が352百万

円、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれ

ぞれ355百万円増加しております。 

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   なお、当下期に、連結決算日現在で投資事業組

合等の仮決算を行うための社内体制が整備された

ため、当該変更を下期に行っております。 

 従って、当中間連結会計期間は、変更後の方法

によった場合に比べ、総資産が87百万円多く、売

上高が442百万円、売上総利益が215百万円、営業

利益が105百万円、経常利益及び税金等調整前中間

純利益がそれぞれ107百万円少なく計上されており

ます。 

③ 資金原価 

 借入金利息については、資産の平均残高に基づ

いて、営業資産に係るものと非営業資産に係るも

のとに区分し、営業資産に係る借入金利息は売上

原価、非営業資産に係る借入金利息は営業外費用

に計上しております。 

③ 資金原価 

同左 

④ 繰延資産の処理方法 

 新株発行費は支出時の費用として処理しており

ます。 

④       ────── 

⑤ 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用してお

り、控除対象外の消費税等については、販売費及

び一般管理費に計上しております。また、固定資

産に係る控除対象外の消費税等は、投資その他の

資産「その他」（長期前払費用）に計上し、法人

税法の規定する期間にわたり償却しております。 

⑤ 消費税等の会計処理 

同左 

⑥ 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

⑥ 連結納税制度の適用 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面

時価評価法によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左  

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定の償却については、従来５年間の

均等償却を行っておりましたが、当連結会計年度

において連結調整勘定発生の要因となった事象の

効果が消滅したと見込まれたため、全額（43百万

円）償却いたしました。 

６．        ──────  

７．利益処分項目等の取扱に関する事項 

 連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処

理に基づいて作成しております。 

７．        ──────  

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

については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。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



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 

表示方法の変更 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 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」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。ま

た、従来の資本の部の合計に相当する金額は、41,791

百万円であります。なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。 

────── （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）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

準委員会 平成18年５月31日 企業会計基準適用指針

第11号）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当期純利益が、それぞ

れ43百万円減少しております。 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「未収

入金の減少額」は、当連結会計年度において金額的重

要性が増したため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「未収入金の減少額」は136百万円であります。  

────── 



追加情報 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （投資事業組合等運営報酬の計上） 

 従来、投資事業組合等から受領する成功報酬につい

ては、当該投資事業組合等の事業年度のキャピタルゲ

イン等に基づき算定した金額を計上しておりました

が、投資事業組合等において、期間損益をより適切に

表示するため、四半期ごとに支払成功報酬を計上する

こととなったことに伴い、当連結会計年度より、当該

支払成功報酬の受取額を売上高「投資事業組合等運営

報酬」に計上しております。 

 これにより、売上高、売上総利益、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が、それぞれ219百万

円増加しております。 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 担保に供している資産 

 営業投資有価証券 24百万円

計 24百万円

 上記資産は、一年以内返済予定長期借入金10百万

円、長期借入金20百万円の担保に供しております。

 

※１ 担保に供している資産 

 営業投資有価証券 16,370百万円

計 16,370百万円

 上記資産のうち、14百万円は長期借入金20百万円

の担保に供しております。 

 また、16,356百万円はバイアウト関連投資先の債

務（52,707百万円）に対し担保提供しております。

 

※２ 有形固定資産から控除した減価償却累計額は500百

万円であります。 

※２ 有形固定資産から控除した減価償却累計額は410百

万円であります。 

※３ 投資有価証券の中には、非連結子会社及び関連会

社株式が130百万円、その他の中には、非連結子会

社出資金が112百万円含まれております。 

※３ 投資有価証券の中には、非連結子会社及び関連会

社株式が151百万円含まれております。 

また、営業投資有価証券の中には、非連結子会社

株式が8,749百万円含まれております。 

※４ 投資その他の資産に対して個別に計上した貸倒 

引当金は、当該資産より直接控除しておりま 

す。 

 直接控除した内訳は次のとおりであります。 

※４ 投資その他の資産に対して個別に計上した貸倒 

引当金は、当該資産より直接控除しておりま 

す。 

 直接控除した内訳は次のとおりであります。 

「固定化営業債権」 725百万円

「その他」（会員権） 78百万円

「その他」（会員権） 82百万円

 なお、「固定化営業債権」は財務諸表等規則 

第32条第１項第10号の債権であります。 

 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式429,675株であ

ります。 

※５        ────── 

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式114株で

あります。 

※６        ────── 

※７ 当社が保有する有価証券について、当連結会計年

度より、保有目的の変更に伴い、「営業投資有価

証券」（146百万円）を「投資有価証券」へ、「投

資有価証券」（1,148百万円）を「営業投資有価証

券」に振替えております。 

※７        ────── 



（連結損益計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業投資有価証券売上原価には評価損が1,832百万

円含まれております。 

※１ 営業投資有価証券売上原価には評価損が791百万円

含まれております。 

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの ※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 1,582百万円

賞与引当金繰入額 480百万円

支払手数料 307百万円

役員退職慰労引当金繰入額 29百万円

退職給付費用 160百万円

給与手当 1,844百万円

賞与引当金繰入額 454百万円

役員賞与引当金繰入額 98百万円

支払手数料 573百万円

役員退職慰労引当金繰入額 31百万円

退職給付費用 180百万円

投資事業組合持分経費 857百万円

※３ 投資有価証券売却益の中には、当連結会計年度に

投資有価証券から営業投資有価証券に振替えた株

式の売却益（1,917百万円）が含まれております。 

※３        ────── 

※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

有形固定資産 

  「土地」 

  「その他」（車両運搬具） 

 

23百万円

0百万円

 計 24百万円

有形固定資産 

  「土地」 

 

0百万円

投資その他の資産 

 「その他」（会員権） 

 

1百万円

 計 1百万円

※５ 固定資産評価損の内訳は次のとおりであります。 ※５        ────── 

投資その他の資産 

  「その他」（会員権） 

 

2百万円

 

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

有形固定資産 

「建物及び構築物」 

「その他」（器具備品） 

 

4百万円

4百万円

 計 9百万円

有形固定資産 

「建物及び構築物」 

「その他」（器具備品） 

 

126百万円

11百万円

無形固定資産 

「その他」 

（ソフトウェア） 

 

 

1百万円

 計 140百万円

※７ 特別損失に計上した合併費用は、ＳＭＢＣキャピ

タル株式会社との合併に伴い発生したコンサルテ

ィング費用及び弁護士費用等であります。 

※７        ────── 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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）当連結会計年度における自己株式の株式数の増加740株は、取締役会の決議に基づく取得740株、端株0株の買取に

よるものであります。減少は、新株予約権の行使に伴う譲渡によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）新株予約権の残高には、自己新株予約権は含まれておりません。 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 429,675 － － 429,675 

合計 429,675 － － 429,675 

自己株式        

普通株式（注） 114 740 187 667 

合計 114 740 187 667 

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（株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 － － － － － 
43 

（自己新株予約権） (0) 

（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６月27日 

定時株主総会 
普通株式 859 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月28日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月18日 

取締役会 
普通株式 858  利益剰余金  2,000 平成19年３月31日 平成19年６月６日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※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 

※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 

現金及び預金勘定 11,536百万円

有価証券勘定 2,375百万円

計 13,912百万円

現金及び預金勘定  24,147百万円

有価証券勘定 5,562百万円

計 29,710百万円

現金及び預金のうち組合出資金持分

相当額 
△4,382百万円

有価証券のうち組合出資金持分相当

額 
△2,374百万円

現金及び現金同等物 7,154百万円

現金及び預金のうち組合帰属額 △18,127百万円

有価証券のうち組合帰属額 △5,562百万円

現金及び現金同等物 6,020百万円

 ２ 合併により引き継いだ資産及び負債の主な内訳 

  当連結会計年度にＳＭＢＣキャピタル株式会社と 

 合併したことに伴い、ＮＳキャピタル株式会社を新 

 たに連結子会社に含めております。合併及び合併に 

 よる連結子会社増加に伴い引き継いだ資産及び負債 

 の主な内訳は次のとおりであります。また、合併に 

 より増加した資本金及び利益剰余金はそれぞれ、 

 2,500百万円及び2,455百万円であります。 

 ２        ────── 

流動資産 16,357百万円

固定資産 353百万円

  資産合計 16,711百万円

   

流動負債 10,083百万円

固定負債 1,672百万円

  負債合計 11,755百万円

 

※３ 当連結会計年度の法人税等の支払額には、被合併 

 会社の合併前法人税分の支払額916百万円が含まれ 

 ております。 

  

※３        ────── 

  



（リース取引関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

＜借主側＞ 

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

当額及び期末残高相当額 

＜借主側＞ 

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

当額及び期末残高相当額 

  有形固定資産「その他」

    （車両運搬具）

取得価額相当額   28百万円

減価償却累計額相当額   11百万円

期末残高相当額   17百万円

  有形固定資産「その他」

    （車両運搬具）

取得価額相当額   28百万円

減価償却累計額相当額   13百万円

期末残高相当額   14百万円

 なお、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っております。 

 なお、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っております。 

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 5百万円

１年超 11百万円

合計 17百万円

１年以内 5百万円

１年超 9百万円

合計 14百万円

 なお、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っております。 

 なお、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っております。 

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 

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐

用年数とし残存価額をゼロとした定額法を採用して

おります。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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年以内 13百万円

１年超 18百万円

合計 31百万円

１年以内 38百万円

１年超 55百万円

合計 94百万円



（有価証券関係） 

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．その他有価証券で時価のあるもの 

  区分 
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

営業投資有価証券に属

するもの 
      

① 株式 1,982 5,205 3,223 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

計 1,982 5,205 3,223 

投資有価証券に属する

もの 
      

① 株式 3,254 4,472 1,217 

② 債券 － － － 

③ その他 649 799 150 

計 3,904 5,272 1,368 

合計 5,886 10,478 4,591 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

営業投資有価証券に属

するもの 
      

① 株式 398 344 △54 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

計 398 344 △54 

投資有価証券に属する

もの 
      

① 株式 301 266 △35 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

計 301 266 △35 

合計 700 610 △89 

総計 6,586 11,088 4,502 



２．当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及び連結貸借対照表計上額 

４．保有目的を変更した有価証券 

     当社が保有する有価証券について、当連結会計年度より、保有目的の変更に伴い、「営業投資有価証券」

（146百万円）を「投資有価証券」へ、「投資有価証券」（1,148百万円）を「営業投資有価証券」に振替えており

ます。 

  売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

営業投資有価証券に属するもの 15,304 10,384 1,450 

投資有価証券に属するもの 2,948 1,962 25 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

 営業投資有価証券に属するもの   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 43,227 

非上場内国・外国債券 1,500 

投資事業組合等への出資金 3,895 

その他 5,742 

 有価証券に属するもの   

受益証券（ＭＭＦ） 2,375 

 投資有価証券に属するもの   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 596 

非上場内国債券 － 

合計 57,337 



５．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

区分 
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内 
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超（百万円） 

営業投資有価証券に属するもの         

債券         

国債・地方債等 － － － － 

社債 130 342 － 0 

その他 － － － － 

計 130 342 － 0 

投資有価証券に属するもの         

① 債券         

国債・地方債等 － － － － 

社債 － － － － 

その他 － － － － 

② その他 － 799 － － 

計 － 799 － － 

合計 130 1,142 － 0 



当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  区分 
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

営業投資有価証券に属

するもの 
      

① 株式 4,037 10,421 6,384 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

計 4,037 10,421 6,384 

投資有価証券に属する

もの 
      

① 株式 2,116 2,921 805 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

計 2,116 2,921 805 

合計 6,154 13,343 7,189 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

営業投資有価証券に属

するもの 
      

① 株式 859 798 △61 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

計 859 798 △61 

投資有価証券に属する

もの 
      

① 株式 729 608 △121 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

計 729 608 △121 

合計 1,588 1,406 △182 

総計 7,743 14,750 7,007 



２．当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及び連結貸借対照表計上額 

  売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

営業投資有価証券に属するもの 27,520 14,513 1,111 

投資有価証券に属するもの 1,960 504 1 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

子会社株式及び関連会社株式   

 子会社株式 8,890 

 関連会社株式 11 

その他有価証券   

 営業投資有価証券に属するもの   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 83,488 

非上場内国・外国債券 2,060 

投資事業組合等への出資金 1,341 

その他 5,565 

 有価証券に属するもの   

受益証券（ＭＭＦ） 5,562 

 投資有価証券に属するもの   

非上場株式 596 

合計 107,516 



４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

次へ 

区分 
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内 
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超（百万円） 

営業投資有価証券に属するもの         

債券         

国債・地方債等 － － － － 

社債 61 1,444 40 － 

その他 0 0 － － 

計 61 1,444 40 － 

投資有価証券に属するもの         

① 債券         

国債・地方債等 － － － － 

社債 － － － － 

その他 － － － － 

② その他 － － － － 

計 － － － － 

合計 61 1,444 40 － 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 

 当社はデリバティブ取引を行っておりますが、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はあ

りません。 

当連結会計年度（平成19年３月31日） 

 当社はデリバティブ取引を行っておりますが、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はあ

りません。 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（1）取引の内容 

当社は、金利スワップを行っております。 

（1）取引の内容 

 同左  

（2）取引に対する取組方針 

当社は、将来の金利の変動によるリスクを回避する

目的でのみデリバティブ取引を利用しており、投機

的な取引は行わない方針であります。 

（2）取引に対する取組方針 

同左 

（3）取引の利用目的 

金利スワップは将来の市場金利上昇による変動リス

クを回避する目的で利用しております。 

（3）取引の利用目的 

 同左  

（4）取引に係るリスクの内容 

当社のデリバティブ取引は信頼度の高い金融機関を

契約先としており、相手方の契約不履行によるリス

クは極めて少ないものと認識しております。 

（4）取引に係るリスクの内容 

同左 

（5）取引に係るリスク管理体制 

金利スワップについては、社内管理規定に従い財務

企画グループが取引内容を検討の上、取締役会の承

認を得て、取引の実行及び管理を行っております。 

（5）取引に係るリスク管理体制 

同左 



（退職給付関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は一時払いの退職金制度を設けているほか、年

金受給権者のみを対象とする閉鎖型適格退職年金制度

を採用しております。 

 また、当社は退職一時金制度の一部について確定拠

出年金制度を採用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務の額 △433百万円

②退職給付引当金 △433百万円

①退職給付債務の額 △507百万円

②退職給付引当金 △507百万円

（注） 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。 

（注） 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 124百万円

②確定拠出型年金への掛金拠出額 36百万円

③退職給付費用（①＋②） 160百万円

①勤務費用 144百万円

②確定拠出型年金への掛金拠出額 36百万円

③退職給付費用（①＋②） 180百万円



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費    43百万円 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

 
平成14年６月27日 
定時株主総会決議 

第２回新株予約権 
  

付与対象者の区分及び人数 

（注）１ 

当社取締役   ４名 

当社使用人     106名 

当社取締役   ５名 

当社執行役員    ８名 

当社使用人   86名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）２ 
普通株式   1,998株 普通株式    430株 

付与日 平成14年７月15日 平成16年８月２日 

権利確定条件 

付与日以降、権利確定日

（平成16年６月27日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

付与日以降、権利確定日

（平成18年６月30日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 
自 平成14年７月15日  

至 平成16年６月27日 

自 平成16年８月２日  

至 平成18年６月30日 

権利行使期間 
自 平成16年６月28日 

至 平成18年６月27日 

自 平成18年７月１日 

至 平成23年８月31日 

 
2005年11月発行 
新株予約権 

第３回新株予約権 
  

付与対象者の区分及び人数 

（注）１ 

当社取締役   ５名 

当社執行役員    14名 
当社使用人   140名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）２ 
普通株式    252株 普通株式    346株 

付与日 平成17年11月30日 同左 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお

りません。 

付与日以降、権利確定日

（平成19年６月30日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

自 平成17年11月30日  

至 平成19年６月30日 

権利行使期間 
自 平成17年12月１日 

至 平成37年11月30日 

自 平成19年７月１日 

至 平成24年８月31日 



 （注）１．「付与対象者の区分及び人数」欄の詳細については、付与日現在で記載しております。 

    ２．株式数に換算して記載しております。 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 
2006年９月発行 
新株予約権Ⅰ 

2006年９月発行 
新株予約権Ⅱ 

2006年８月発行  
新株予約権Ⅲ 

付与対象者の区分及び人数 

（注）１ 
当社取締役   ５名 当社執行役員    14名 当社使用人   141名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）２ 
普通株式     31株 普通株式     50株 普通株式    343株 

付与日 平成18年９月７日 同左 平成18年８月31日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお

りません。 
同左 

付与日以降、権利確定日

（平成23年６月30日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 
同左 

自 平成18年８月31日  

至 平成23年６月30日 

権利行使期間 
自 平成18年９月８日 

至 平成38年９月７日 
同左 

自 平成23年７月１日 

至 平成28年６月26日 

 
平成14年６月27日 
定時株主総会決議 

第２回新株予約権 
  

権利確定前      （株）     

前連結会計年度末 － 408 

付与 － － 

失効 － 9 

権利確定 － 399 

未確定残 － － 

権利確定後      （株）     

前連結会計年度末 278 － 

権利確定 － 399 

権利行使 97 93 

失効 181 1 

未行使残 － 305 



 
2005年11月発行 
新株予約権 

第３回新株予約権 
  

権利確定前      （株）     

前連結会計年度末 － 336 

付与 － － 

失効 － 27 

権利確定 － － 

未確定残 － 309 

権利確定後      （株）     

前連結会計年度末 252 － 

権利確定 － － 

権利行使 － － 

失効 － － 

未行使残 252 － 

 
2006年９月発行 
新株予約権Ⅰ 

2006年９月発行 
 新株予約権Ⅱ 

2006年８月発行 
新株予約権Ⅲ 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末 － － － 

付与 31 50 343 

失効 － － 11 

権利確定 31 50 － 

未確定残 － － 332 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 － － － 

権利確定 31 50 － 

権利行使 － － － 

失効 － － － 

未行使残 31 50 － 



② 単価情報 

 
平成14年６月27日 
定時株主総会決議 

第２回新株予約権 
  

権利行使価格      （円） 308,000 201,800 

行使時平均株価     （円） 661,763 417,054 

付与日における公正な評価単価 

（円） 
－ － 

 
2005年11月発行 
新株予約権 

第３回新株予約権 
  

権利行使価格      （円） 1 426,300 

行使時平均株価     （円） － － 

付与日における公正な評価単価 

（円） 
－ － 

 
2006年９月発行 
新株予約権Ⅰ 

2006年９月発行 
新株予約権Ⅱ 

2006年８月発行 
新株予約権Ⅲ 

権利行使価格      （円） 1 1 430,290 

行使時平均株価     （円） － － － 

付与日における公正な評価単価 

（円） 
400,993 400,993 247,558 



３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のと

おりであります。 

（1）使用した評価技法 

（2）主な基礎数値及び見積方法 

 （注）１．平成14年３月（ジャスダック証券取引所上場月）から平成18年８月までの株価実績に基づいて算定して

おります。 

   ２．2006年９月発行新株予約権Ⅰ及び2006年９月発行新株予約権Ⅱについては、対象勤務期間がないものと

し、付与日のみを予想残存期間としております。2006年８月発行新株予約権Ⅲについては、十分なデー

タの蓄積がなく、合理的な見積りが困難なため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定

して見積もっております。 

   ３．平成18年３月期の配当実績（合併記念配当500円は除く。）によっております。 

   ４．2006年９月発行新株予約権Ⅰ及び2006年９月発行新株予約権Ⅱについては、ストック・オプションの満

期までの期間、2006年８月発行新株予約権Ⅲについては、予想残存期間に対応する期間に対応する国債

の利回りであります。 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

 
2006年９月発行 
新株予約権Ⅰ 

2006年９月発行 
新株予約権Ⅱ 

2006年８月発行 
新株予約権Ⅲ 

使用した評価技法 二項格子モデル 二項格子モデル ブラック・ショールズ式 

 
2006年９月発行 
新株予約権Ⅰ 

2006年９月発行 
新株予約権Ⅱ 

2006年８月発行 
新株予約権Ⅲ 

株価変動性（注）１ 72.2％ 同左 同左 

予想残存期間（注）２ １日 同左 7.3年 

予想配当（注）３ 1,500円／株 同左 同左 

無リスク利子率（注）４ 2.23％ 同左 1.44％ 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 3,134百万円

投資損失引当金 2,784百万円

賞与引当金 198百万円

営業投資有価証券 912百万円

退職給付引当金 176百万円

役員退職慰労引当金 26百万円

その他 170百万円

繰延税金資産小計 7,402百万円

評価性引当額 △7,402百万円

繰延税金資産合計 －百万円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 2,045百万円

その他 1百万円

繰延税金負債合計 2,046百万円

繰延税金負債の純額 2,046百万円

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 1,423百万円

投資損失引当金 2,557百万円

賞与引当金 175百万円

営業投資有価証券 765百万円

退職給付引当金 206百万円

役員退職慰労引当金 30百万円

その他 178百万円

繰延税金資産小計 5,338百万円

評価性引当額 △5,338百万円

繰延税金資産合計 －百万円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 2,376百万円

繰延税金負債合計 2,376百万円

繰延税金負債の純額 2,376百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  （％）

法定実効税率 40.7 

（調整）  

評価性引当額 △38.1 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.5 

その他 0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.8 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  （％）

法定実効税率 40.7 

（調整）  

評価性引当額 △41.3 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6 

役員賞与引当金 0.8 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.7 

その他 0.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.9 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

投資事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

投資事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

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金額の合計額に

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。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19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金額の合計額に

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。 

【海外売上高】 

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、いずれも連結売上高の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。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

  【関連当事者との取引】 

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）親会社及び法人主要株主等 

 （注）当社は、株式会社三井住友銀行より、資金の借入を行っておりますが、資金の借入にあたっては、市場金利を勘

案して利率を合理的に決定しております。なお、同行は平成17年７月29日付の第三者割当増資により当社のその

他の関係会社となりました。 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又は
出資金 

(百万円) 

事業の 
内容又は 
職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 役員の 

兼任等 
事業上の
関係 

その他の 

関係会社 

株式会社 

三井住友 

銀行 

東京都 

千代田区 
664,986 銀行業 

（被所有）

直接40.0 

  

兼任１名

転籍３名

事業資金

の借入 

事業資金の 

借入 

8,650 短期借入金 5,850 

4,000 

一年以内 

返済予定 

長期借入金 

1,666 

長期借入金 7,168 



（2）兄弟会社等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定については、一般取引と同様に決定しております。 

    ２．上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

親会社及び法人主要株主等 

 （注）当社は、株式会社三井住友銀行より、資金の借入を行っておりますが、資金の借入にあたっては、市場金利を勘

案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は提供しておりません。 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又は
出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又は
職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)役員の 

兼任等 
事業上の
関係 

親会社の 

子会社 

大和証券 

エスエム 

ビーシー 

株式会社 

東京都 

千代田区 
205,600 証券業 － 転籍２名 － 

合併に伴う 

アドバイザ 

リーフィー 

の支払い 

40 － － 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又は
出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又は

職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 役員の 

兼任等 
事業上の
関係 

その他の 

関係会社 

株式会社 

三井住友 

銀行 

東京都 

千代田区 
664,986 銀行業 

（被所有）

直接40.1 

  

兼任１名

転籍３名

事業資金

の借入 

事業資金の 

借入 

12,550 短期借入金 5,850 

3,000 

一年以内 

返済予定 

長期借入金 

3,168 

長期借入金 7,000 

利息の支払 229 
その他流動

負債 
30 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

    ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 87,554円25銭

１株当たり当期純利益金額 17,287円78銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
17,268円79銭

１株当たり純資産額 97,413円80銭

１株当たり当期純利益金額 11,128円89銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
11,116円17銭

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 6,557 4,777 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 165 － 

  （うち利益処分による役員賞与金） (165) － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,392 4,777 

普通株式の期中平均株式数（株） 369,754 429,290 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（株） 406 491 

  （うち新株予約権） (406) (491) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要 

──────  新株予約権２種類（平成17年６

月28日定時株主総会決議 新株予

約権の数 309個 

 平成18年６月27日定時株主総会

決議 新株予約権の数 332個） 

 なお、詳細については、「第４ 

提出会社の状況 １ 株式等の状

況 （2）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。 

 
前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  － 97,699 

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円） 
 － 55,908 

（うち自己株式申込証拠金） （－） （0） 

（うち新株予約権） （－） （43） 

（うち少数株主持分） （－） （55,864） 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  － 41,791 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
－ 429,008 



（重要な後発事象） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 平成18年６月27日開催の第23回定時株主総会において

当社の取締役に対して会社法第361条第１項の規定に基づ

き、当社の使用人（執行役員を含む。）に対して会社法

第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストッ

ク・オプション（新株予約権）を発行することを決議い

たしました。 

１．「新株予約権Ⅰ」に係る新株予約権発行の要領 

（1）「新株予約権Ⅰ」の割当を受ける者 

当社の取締役とする。 

（2）「新株予約権Ⅰ」の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式80株を各事業年度に係る定時株主総会

の日から１年以内の日に発行する「新株予約権Ⅰ」を

行使することにより交付を受けることができる株式数

の上限とする。 

なお、当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割

当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、

その他株式数の変更をすることが適切な場合は、当社

は必要と認める株式の数の調整を行う。 

（3）発行する「新株予約権Ⅰ」の総数 

80個を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年

以内の日に発行する「新株予約権Ⅰ」の上限とする。

なお、「新株予約権Ⅰ」１個当たりの目的となる株式

の数（以下、この項において「付与株式数」とい

う。）は１株とする。但し、前項に定める株式の数の

調整を行った場合は、当社は必要と認める調整を行

う。 

（4）「新株予約権Ⅰ」の行使に際して出資される財産の

価額 

「新株予約権Ⅰ」の行使に際して出資される財産の

価額は、「新株予約権Ⅰ」の行使により交付を受ける

ことができる株式１株当たり１円とし、これに付与株

式数を乗じた金額とする。 

（5）「新株予約権Ⅰ」を行使することができる期間 

「新株予約権Ⅰ」を割り当てる日の翌日から平成39

年６月26日までの範囲内で、当社取締役会において決

定する。 

（6）譲渡による「新株予約権Ⅰ」の取得の制限 

譲渡による「新株予約権Ⅰ」の取得については、当

社取締役会の承認を要するものとする。 

（7）「新株予約権Ⅰ」のその他の内容 

「新株予約権Ⅰ」に関するその他の内容について

は、「新株予約権Ⅰ」の募集事項を決定する当社取締

役会において定めるものとする。 

 平成19年６月26日開催の第24回定時株主総会において

当社の使用人（執行役員を含む。）に対して会社法第236

条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オ

プション（新株予約権）を発行することを決議いたしま

した。 

１.「新株予約権Ａ」に係る新株予約権発行の要領  

（1）「新株予約権Ａ」の割当を受ける者 

当社の執行役員とする。 

（2）「新株予約権Ａ」の数の上限 

下記（4）に定める内容の新株予約権130個を上限と

する。 

なお、「新株予約権Ａ」を行使することにより交付

を受けることができる株式の総数は、当社普通株式

130株を上限とし、下記（4）①により「新株予約権

Ａ」に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付

与株式数に「新株予約権Ａ」の上限数を乗じた数とす

る。 

（3）「新株予約権Ａ」の払込金額   

「新株予約権Ａ」は無償で発行することとし、金銭

の払込みを要しないこととする。 

（4）「新株予約権Ａ」の内容 

① 「新株予約権Ａ」の目的である株式の種類及び数 

「新株予約権Ａ」の目的である株式の種類は普通

株式とし、「新株予約権Ａ」１個当たりの目的であ

る株式の数（以下、この項において「付与株式数」

という。）は１株とする。なお、株主総会における

決議の日（以下「決議日」という。）後に、当社が

当社普通株式の株式分割（株式無償割当てを含む。

以下同じ。）又は株式併合を行う場合は、「新株予

約権Ａ」のうち、当該株式分割又は株式併合の時点

で行使されていない新株予約権について、次の算式

により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる

１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併

合の比率 

また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本

金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ

付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。 

② 「新株予約権Ａ」の行使に際して出資される財産

の価額 

各「新株予約権Ａ」の行使に際して出資される財

産の価額は、「新株予約権Ａ」の行使により交付を

受けることができる株式１株当たり１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２．「新株予約権Ⅱ」に係る新株予約権発行の要領 

（1）「新株予約権Ⅱ」の割当を受ける者 

当社の執行役員とする。 

（2）「新株予約権Ⅱ」の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式50株を上限とする。 

「新株予約権Ⅱ」の目的である株式の種類は普通株

式とし、「新株予約権Ⅱ」１個当たりの目的である株

式の数（以下、この項において「付与株式数」とい

う。）は１株とする。なお、株主総会における決議の

日（以下「決議日」という。）後に、当社が当社普通

株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、「新株予

約権Ⅱ」のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で

行使されていない新株予約権について、次の算式によ

り付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未

満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合

の比率 

また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金

の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与 

株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲 

で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

（3）「新株予約権Ⅱ」の行使に際して出資される財産の

価額 

各「新株予約権Ⅱ」の行使に際して出資される財産

の価額は、「新株予約権Ⅱ」の行使により交付を受け

ることができる株式１株当たり１円とし、これに付与

株式数を乗じた金額とする。 

（4）「新株予約権Ⅱ」の行使期間 

平成18年７月１日から平成39年６月26日までの範囲

内で、当社取締役会が定める期間とする。 

（5）「新株予約権Ⅱ」の行使により株式を発行する場合 

    における増加する資本金及び資本準備金に関する事 

    項 

① 「新株予約権Ⅱ」の行使により株式を発行する場

合において増加する資本金の額は、会社計算規則

（平成18年法務省令第13号。以下同じ。）第40条第

１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の

２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとす

る。  

② 「新株予約権Ⅱ」の行使により株式を発行する場

合において増加する資本準備金の額は、上記①記載

の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する

資本金の額を減じた額とする。  

（6）「新株予約権Ⅱ」の譲渡制限 

譲渡による「新株予約権Ⅱ」の取得については、当

社取締役会の承認を要するものとする。 

③ 「新株予約権Ａ」の行使期間 

平成19年７月１日から平成39年６月26日までの範

囲内で、当社取締役会が定める期間とする。 

④ 「新株予約権Ａ」の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

（a）「新株予約権Ａ」の行使により株式を発行する

場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条第１項の規定に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り上げるものとする。 

（b）「新株予約権Ａ」の行使により株式を発行する

場合において増加する資本準備金の額は、上記

（a）記載の資本金等増加限度額から上記（a）

に定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

⑤ 「新株予約権Ａ」の譲渡制限 

譲渡による「新株予約権Ａ」の取得については、

当社取締役会の承認を要するものとする。 

⑥ 「新株予約権Ａ」の行使の条件 

（a）１個の「新株予約権Ａ」の一部行使はできない

ものとする。 

（b）「新株予約権Ａ」の権利者が、当社及び当社関

係会社のうち、当社取締役会が決定する会社の

取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した

日の翌日から「新株予約権Ａ」を行使できるも

のとする。 

（c）上記（b）にかかわらず、「新株予約権Ａ」の

行使期間の末日の30日前の日より、他の行使の

条件に従い、「新株予約権Ａ」を行使できるも

のとする。 

（d）その他の行使の条件は、当社と「新株予約権

Ａ」の権利者との間で締結する新株予約権割当

契約において定めるところによる。 

⑦ 「新株予約権Ａ」の取得事由及び取得の条件 

「新株予約権Ａ」の権利者が「新株予約権Ａ」を

行使しうる条件に該当しなくなった場合、又は「新

株予約権Ａ」の権利者が「新株予約権Ａ」の全部若

しくは一部を放棄した場合には、当社は当該「新株

予約権Ａ」を無償で取得することができる。 

⑧ １株に満たない端数の処理 

「新株予約権Ａ」を行使した新株予約権者に交付

する株式の数に１株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（7）「新株予約権Ⅱ」の行使の条件 

① １個の「新株予約権Ⅱ」の一部行使はできないも

のとする。 

② 「新株予約権Ⅱ」の権利者が、当社及び当社関係

会社のうち、当社取締役会が決定する会社の取締役

及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日か

ら「新株予約権Ⅱ」を行使できるものとする。 

③ 上記②にかかわらず、「新株予約権Ⅱ」の行使期

間の末日の30日前の日より、他の行使の条件に従

い、「新株予約権Ⅱ」を行使できるものとする。 

④ その他の行使の条件は、当社取締役会が決定する

ものとする。 

（8）「新株予約権Ⅱ」の取得条項 

当社取締役会が定める事由に基づき権利を喪失した

場合には、当会社は「新株予約権Ⅱ」を無償で取得す

ることができる。 

（9）１株に満たない端数の処理 

「新株予約権Ⅱ」を行使した新株予約権者に交付す

る株式の数に１株に満たない端数がある場合には、こ

れを切り捨てるものとする。 

３．「新株予約権Ⅲ」に係る新株予約権発行の要領 

（1）「新株予約権Ⅲ」の割当を受ける者 

当社の執行役員以外の使用人とする。 

（2）「新株予約権Ⅲ」の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式350株を上限とする。 

「新株予約権Ⅲ」の目的である株式の種類は普通株

式とし、「新株予約権Ⅲ」１個当たりの目的である株

式の数（以下、この項において「付与株式数」とい

う。）は１株とする。 

なお、決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割

又は株式併合を行う場合は、「新株予約権Ⅲ」のう

ち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されてい

ない新株予約権について、次の算式により付与株式数

の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、

これを切り捨てる。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併

合の比率 

また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金

の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与

株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲

で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

２.「新株予約権Ｂ」に係る新株予約権発行の要領 

（1）「新株予約権Ｂ」の割当を受ける者 

当社の執行役員以外の使用人とする。 

（2）「新株予約権Ｂ」の数の上限 

下記（4）に定める内容の新株予約権360個を上限と

する。 

なお、「新株予約権Ｂ」を行使することにより交付

を受けることができる株式の総数は、当社普通株式

360株を上限とし、下記（4）①により「新株予約権

Ｂ」に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付

与株式数に「新株予約権Ｂ」の上限数を乗じた数とす

る。 

（3）「新株予約権Ｂ」の払込金額 

「新株予約権Ｂ」は無償で発行することとし、金銭

の払込みを要しないこととする。 

（4）「新株予約権Ｂ」の内容 

① 「新株予約権Ｂ」の目的である株式の種類及び数 

「新株予約権Ｂ」の目的である株式の種類は普通

株式とし、「新株予約権Ｂ」１個当たりの目的であ

る株式の数（以下、この項において「付与株式数」

という。）は１株とする。なお、決議日後に、当社

が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合 

は、「新株予約権Ｂ」のうち、当該株式分割又は株

式併合の時点で行使されていない新株予約権につい

て、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整

の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨て

る。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併

合の比率 

また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本

金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ

付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。 

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（3）「新株予約権Ⅲ」の行使に際して出資される財産の

価額 

各「新株予約権Ⅲ」の行使に際して出資される財産

の価額は、「新株予約権Ⅲ」の行使により交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行

使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とす

る。 

行使価額は、「新株予約権Ⅲ」を割り当てる日（以

下、この項において「割当日」という。）の属する月

の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）におけ

るジャスダック証券取引所の当社普通株式の普通取引

の終値の平均値、又は割当日の終値（終値がない場合

は、それに先立つ直近日の終値とする。）のいずれか

高い額に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切

り上げる。 

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分

割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式

により調整されるものとし、調整により生じる１円未

満の端数は切り上げる。 

  

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普

通株式につき、新株の発行を行う場合（当社普通株式

に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合

を除く。）には、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

１ 

分割又は併合の比率 

② 「新株予約権Ｂ」の行使に際して出資される財産

の価額 

各「新株予約権Ｂ」の行使に際して出資される財

産の価額は、「新株予約権Ｂ」の行使により交付を

受けることができる株式１株当たりの払込金額（以

下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金

額とする。 

行使価額は、「新株予約権Ｂ」を割り当てる日

（以下、この項において「割当日」という。）の属

する月の前月の各日（取引が成立しない日を除

く。）におけるジャスダック証券取引所の当社普通

株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日の終値

（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値と

する。）のいずれか高い額に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り上げる。 

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式

分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の

算式により調整されるものとし、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げる。 

  

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社

普通株式につき、新株の発行を行う場合（当社普通

株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は

行使の場合を除く。）には、次の算式により行使価

額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数

は切り上げる。 

調整後 

行使価額
＝ 

調整前 

行使価額
× 

１ 

分割又は併合の比率 

  

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社

の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式を控除した数とする。 

上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は

資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準

じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範

囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行 

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 
× 

新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

  

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当

社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式

に係る自己株式を控除した数とする。 

上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又

は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理

的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとす

る。 

        既発行

株式数
＋ 

新規発行 

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
× 

新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 



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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（4）「新株予約権Ⅲ」の行使期間 

平成23年７月１日から平成28年６月26日までの範囲

内で、当社取締役会が定める期間とする。 

（5）「新株予約権Ⅲ」の行使により株式を発行する場合

における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

① 「新株予約権Ⅲ」の行使により株式を発行する場

合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

40条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限

度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと

する。 

② 「新株予約権Ⅲ」の行使により株式を発行する場

合において増加する資本準備金の額は、上記①記載

の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する

資本金の額を減じた額とする。 

（6）「新株予約権Ⅲ」の譲渡制限 

譲渡による「新株予約権Ⅲ」の取得については、当

社取締役会の承認を要するものとする。 

（7）「新株予約権Ⅲ」の行使の条件 

① １個の「新株予約権Ⅲ」の一部行使はできないも

のとする。 

② その他の行使の条件は、当社取締役会が決定する

ものとする。 

（8）「新株予約権Ⅲ」の取得条項 

「新株予約権Ⅲ」の権利者が、当社取締役会が定め

る事由に基づき権利を喪失した場合には、当会社は

「新株予約権Ⅲ」を無償で取得することができる。 

（9）１株に満たない端数の処理   

「新株予約権Ⅲ」を行使した新株予約権者に交付す

る株式の数に１株に満たない端数がある場合には、こ

れを切り捨てるものとする。 

③ 「新株予約権Ｂ」の行使期間 

平成24年７月１日から平成29年６月25日までの範

囲内で、当社取締役会が定める期間とする。 

④ 「新株予約権Ｂ」の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

（a）「新株予約権Ｂ」の行使により株式を発行する

場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条第１項の規定に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り上げるものとする。 

（b）「新株予約権Ｂ」の行使により株式を発行する

場合において増加する資本準備金の額は、上記

（a）記載の資本金等増加限度額から上記（a）

に定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

⑤ 「新株予約権Ｂ」の譲渡制限 

譲渡による「新株予約権Ｂ」の取得については、

当社取締役会の承認を要するものとする。 

⑥ 「新株予約権Ｂ」の行使の条件 

（a）１個の「新株予約権Ｂ」の一部行使はできない

ものとする。 

（b）その他の行使の条件は、当社と「新株予約権

Ｂ」の権利者との間で締結する新株予約権割当

契約において定めるところによる。  

⑦ 「新株予約権Ｂ」の取得事由及び取得の条件  

「新株予約権Ｂ」の権利者が「新株予約権Ｂ」を

行使しうる条件に該当しなくなった場合、又は「新

株予約権Ｂ」の権利者が「新株予約権Ｂ」の全部若

しくは一部を放棄した場合には、当社は当該「新株

予約権Ｂ」を無償で取得することができる。 

⑧ １株に満たない端数の処理 

「新株予約権Ｂ」を行使した新株予約権者に交付

する株式の数に１株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ考慮後の固定金利を適用して記載しておりま

す。 

３．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。 

（2）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 6,350 8,350 1.19 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 11,415 6,832 1.15 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 16,952 19,395 1.66 
平成20年４月～

平成24年３月 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 34,717 34,577 － － 

  
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 2,975 5,753 5,998 4,669 



２【財務諸表等】 

（1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
  

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３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 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※１ 10,848 15,110 

２ 営業投資有価証券 
※２
※８ 

58,726 60,966   

３ 投資損失引当金  △6,843 51,882 △6,284 54,681 

４ 営業貸付金  1,653 725 

５ 有価証券  2,374 830 

６ 前払費用  38 151 

７ 未収入金  353 534 

８ その他  458 353 

   貸倒引当金  △30 △30 

流動資産合計  67,580 89.0 72,356 90.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※３   

（1）建物  308 367 

（2）構築物  1 0 

（3）車両運搬具  1 1 

（4）器具備品  51 124 

（5）賃貸資産  2 2 

（6）土地  991 991 

有形固定資産合計  1,356 1.8 1,487 1.9

２ 無形固定資産    

（1）ソフトウェア  121 163 

（2）その他  15 15 

無形固定資産合計  136 0.2 178 0.2

 



  
  

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３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 
（％） 

３ 投資その他の資産    

（1）投資有価証券 ※８ 6,135 4,127 

（2）関係会社株式  218 247 

（3）出資金  5 5 

（4）関係会社出資金  112 － 

（5）従業員長期貸付金  13 9 

（6）関係会社長期貸付金  － 1,181 

（7）固定化営業債権 ※４ 97 － 

（8）長期前払費用  3 5 

（9）その他 ※４ 300 389 

投資その他の資産合計  6,885 9.0 5,964 7.4

固定資産合計  8,378 11.0 7,631 9.5

資産合計  75,958 100.0 79,987 100.0 

     
 



  
  

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３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 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 短期借入金  500 2,500 

２ 関係会社短期借入金  5,850 5,850 

３ 一年以内返済予定長期借
入金 

※２ 9,749 3,664 

４ 一年以内返済予定関係会
社長期借入金 

 1,666 3,168 

５ 未払金  140 70 

６ 未払費用  131 150 

７ 未払法人税等  77 17 

８ 未払消費税等  57 － 

９ 繰延税金負債  1,503 2,099 

10 前受金  0 － 

11 預り金  209 171 

12 前受収益  125 125 

13 賞与引当金  461 416 

14  役員賞与引当金  － 98 

15 その他  1 3 

流動負債合計  20,473 26.9 18,334 22.9

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 9,784 12,395 

２ 関係会社長期借入金  7,168 7,000 

３ 繰延税金負債  541 277 

４ 退職給付引当金  433 507 

５ 役員退職慰労引当金  65 75 

固定負債合計  17,991 23.7 20,255 25.3

負債合計  38,464 50.6 38,590 48.2

 



  
  

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３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 
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※５ 18,767 24.7 － －

Ⅱ 資本剰余金 ※６   

１ 資本準備金  6,824 －   

資本剰余金合計  6,824 9.0 － －

Ⅲ 利益剰余金 ※６   

１ 任意積立金     

  投資損失積立金   100 － 

２ 当期未処分利益  8,885 － 

利益剰余金合計  8,985 11.9 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,980 3.9 － －

Ⅴ 自己株式 ※７ △63 △0.1 － －

資本合計  37,494 49.4 － －

負債資本合計  75,958 100.0 － － 

     
 



  
  

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３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 
（％） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  － － 18,767 23.5

２ 資本剰余金    

（1）資本準備金  － 6,824   

資本剰余金合計   － － 6,824 8.5

３ 利益剰余金    

（1）その他利益剰余金    

投資損失積立金  － 100   

繰越利益剰余金  － 12,435   

利益剰余金合計   － － 12,535 15.7

４ 自己株式  － － △238 △0.3

５ 自己株式申込証拠金   － － 0 0.0

株主資本合計   － － 37,889 47.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額
金 

 － － 3,464 4.3

評価・換算差額等合計   － － 3,464 4.3

Ⅲ 新株予約権  － － 43 0.1

純資産合計   － － 41,397 51.8

負債純資産合計   － － 79,987 100.0

     



②【損益計算書】 

    
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 
（％） 

Ⅰ 売上高     

１ 営業投資有価証券売上高   15,479 14,407   

２ 投資事業組合等運営報酬   4,447 4,480   

３ 営業貸付金利息   87 47   

４ その他   60 20,074 100.0 60 18,995 100.0 

Ⅱ 売上原価     

１ 営業投資有価証券売上原
価 

※１ 8,202 7,073   

２ 投資損失引当金繰入額   2,550 2,008   

３ 資金原価   361 385   

４ その他   34 11,149 55.5 0 9,468 49.8

売上総利益   8,924 44.5 9,527 50.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 4,293 21.4 5,470 28.8

営業利益   4,630 23.1 4,057 21.4

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   8 13   

２ 受取配当金 ※３ 257 73   

３ 為替差益   11 120   

４ その他   41 318 1.5 46 253 1.3

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息 ※３ 96 73   

２ 新株発行費   50 －   

３ その他   2 149 0.7 3 76 0.4

経常利益   4,800 23.9 4,233 22.3

 



    
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 
（％） 

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益 ※４ 1,962 504   

２ 固定資産売却益 ※５ 24 1   

３ 固定化営業債権売却益   － 3   

４ 貸倒引当金戻入益   70 2,056 10.2 83 592 3.1

Ⅶ 特別損失     

１ 投資有価証券評価損   45 －   

２ 投資有価証券売却損   25 1   

３ 固定資産評価損 ※６ 2 －   

４ 固定資産除却損 ※７ 9 140   

５ 貸倒引当金繰入額   － 3   

６ 合併費用 ※８ 150 －   

７ 本社移転費用    － 231 1.1 134 279 1.5

税引前当期純利益   6,625 33.0 4,546 23.9

法人税、住民税及び事業
税 

  △64 △76   

法人税等調整額   － △64 △0.3 － △76 △0.4

当期純利益   6,689 33.3 4,622 24.3

合併による未処分利益受
入額  

  2,356 － 

自己株式処分差損    161 － 

当期未処分利益   8,885 － 

      



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

    
前事業年度 

（株主総会承認日 
  平成18年６月27日）

区分  
注記 
番号 

金額（百万円） 

      

Ⅰ 当期未処分利益     8,885

Ⅱ 利益処分額     

１ 配当金   859 

２ 取締役賞与金   165 1,024

Ⅲ 次期繰越利益     7,860

      



株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）平成18年６月27日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
自己株式 
  申込 
 証拠金 

株主資本 
  合計   資本 

 準備金 

  資本 
 剰余金 
  合計 

その他利益剰余金 
  利益 
 剰余金 
  合計 

投資損失
 積立金 

繰越利益
 剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

18,767 6,824 6,824 100 8,885 8,985 △63 － 34,513 

事業年度中の変動額                  

剰余金の配当（注）         △859 △859     △859 

役員賞与（注）         △165 △165     △165 

当期純利益         4,622 4,622     4,622 

自己株式の取得             △270   △270 

自己株式の処分         △47 △47 95   48 

その他                0 0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

                  

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － － － 3,550 3,550 △174 0 3,376 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

18,767 6,824 6,824 100 12,435 12,535 △238 0 37,889 

 

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 

評価・換算差額 
    等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

2,980 2,980 － 37,494 

事業年度中の変動額        

剰余金の配当（注）       △859 

役員賞与（注）       △165 

当期純利益       4,622 

自己株式の取得       △270 

自己株式の処分       48 

その他        0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

483 483 43 527 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

483 483 43 3,903 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

3,464 3,464 43 41,397 



重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用しております。 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

（2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等による時価法（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。 

（2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等による時価法（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。 

② 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。 

② 時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

 時価法を採用しております。 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

同左 

３．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。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物  ６～60年 

器具備品     ３～20年 

３．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。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物        ８～60年 

器具備品     ３～20年 

（2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 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）で償却しております。 

（2）無形固定資産 

同左 

４．繰延資産の処理方法 

  新株発行費は支出時の費用として処理しておりま

す。 

４．        ────── 

  

  

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

同左 

６．引当金の計上基準 

（1）投資損失引当金 

 当事業年度末現在に有する営業投資有価証券の損

失に備えるため、投資先会社の実情を勘案の上、そ

の損失見積額を計上しております。 

６．引当金の計上基準 

（1）投資損失引当金 

同左 

（2）貸倒引当金 

 貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産

更生債権等については財務内容評価法により計上し

ております。 

（2）貸倒引当金 

同左 

（3）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給

見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しており

ます。 

（3）賞与引当金 

同左 

 



前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（4）       ────── 

  

（4）役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見

込額のうち、当事業年度の負担額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更）   

  当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）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当期純利益は、それ

ぞれ98百万円減少しております。 

（5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基

づく当事業年度末要支給額を計上しております。こ

れは当社の退職金が、将来の昇給等による給付額の

変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて、各

事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためで

あります。 

（5）退職給付引当金 

同左 

（6）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上

しております。 

（6）役員退職慰労引当金 

同左 

７．収益及び費用の計上基準 

（1）営業投資有価証券売上高及び営業投資有価証券売

上原価 

 「営業投資有価証券売上高」は、当社が投資育成

目的で取得した営業投資有価証券の売却収入、受取

利息及び受取配当金等を計上し、「営業投資有価証

券売上原価」は、これに対応する営業投資有価証券

の売却簿価、支払手数料等を計上しております。 

７．収益及び費用の計上基準 

（1）営業投資有価証券売上高及び営業投資有価証券売

上原価 

同左 

（2）資金原価 

 借入金利息については、資産の平均残高に基づい

て、営業資産に係るものと非営業資産に係るものと

に区分し、営業資産に係る借入金利息は売上原価、

非営業資産に係る借入金利息は営業外費用に計上し

ております。 

（2）資金原価 

同左 

８．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。 

８．リース取引の処理方法 

同左 

９．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特例処理を採用しておりま

す。 

９．ヘッジ会計の方法 

（1）ヘッジ会計の方法 

同左  

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段は金利スワップ、ヘッジ対象は変動金

利の借入金であります。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左  

 



前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（3）ヘッジ方針 

 金利スワップは将来の金利上昇リスクを回避する

目的で利用しているのみであり、投機目的の取引は

行わない方針であります。 

（3）ヘッジ方針 

同左 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たしているた

め、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  

10．その他財務諸表作成のための重要な事項 

（1）投資事業組合等への出資金の会計処理 

 投資事業組合等への出資金に係る会計処理は、組

合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計

期間に係る中間財務諸表に基づいて、組合等の資

産・負債・収益・費用を当社の出資持分割合に応じ

て計上しております。なお、当社が運営管理する組

合等への出資金のうち、事業年度末が９月末の組合

等への出資金については、事業年度末から３ヶ月経

過した日における組合の資産・負債及び同期間に発

生した収益・費用の集計に基づいて当社の出資持分

割合に応じて計上しております。 

10．その他財務諸表作成のための重要な事項 

（1）投資事業組合等への出資金の会計処理 

  当社が運営管理する投資事業組合等への出資金の

会計処理は、当社の決算日における投資事業組合等

の仮決算による財務諸表に基づいて、投資事業組合

等の資産・負債及び収益・費用を当社の出資持分割

合に応じて計上しております。  

  また、他社が運営管理する投資事業組合等への出

資金の会計処理は、投資事業組合等の事業年度の財

務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務

諸表に基づいて、投資事業組合等の資産・負債及び

収益・費用を当社の出資持分割合に応じて計上して

おります。 

 （会計方針の変更） 

  当社が運営管理する投資事業組合等への出資金の

会計処理は、従来、投資事業組合等の事業年度の財

務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務

諸表に基づいて投資事業組合等の資産・負債及び収

益・費用を当社の出資持分割合に応じて計上してお

りましたが、当事業年度より、当社の決算日現在で

実施した仮決算による財務諸表に基づいて、投資事

業組合等の資産・負債及び収益・費用を当社の出資

持分割合に応じて計上する方法に変更しておりま

す。 

  この変更は、当社の当該投資事業組合等への出資

金額が増加し、当該投資事業組合等への出資額の重

要性が増したことから、当社と当該投資事業組合等

との決算日との差異を解消することにより、当社の

資産・負債及び収益・費用をより適切に計上、表示

するためのものであります。 

  この変更により、従来と同一の方法によった場合

に比べ、総資産が1,489百万円減少し、売上高が

1,368百万円、売上総利益が513百万円、営業利益が

269百万円、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ271百万円増加しております。 

  なお、当下期に、当該変更に対応するための社内

体制が整備されたため、当該変更を当下期に行って

おります。 

  従って、当中間会計期間は、変更後の方法によっ

た場合に比べ、総資産が197百万円多く、売上高が

921百万円、売上総利益が415百万円、営業利益が193

百万円、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ

195百万円少なく計上されております。 

 



前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（2）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用してお

り、控除対象外の消費税等については、販売費及び

一般管理費に計上しております。また、固定資産に

係る控除対象外の消費税等は、投資その他の資産

「長期前払費用」に計上し、法人税法の規定する期

間にわたり償却しております。 

（2）消費税等の会計処理 

同左 

（3）連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

（3）連結納税制度の適用 

          同左 



会計方針の変更 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  

  

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 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」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。また、従

来の資本の部の合計に相当する金額は、41,353百万円

であります。なお、当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

  

────── （ストック・オプション等に関する会計基準） 

   当事業年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第８号）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」（企業会計基準委

員会 平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。これにより、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が、それぞれ43百万円減

少しております。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

──────  （投資事業組合等運営報酬の計上） 

従来、投資事業組合等から受領する成功報酬につい

ては、当該投資事業組合等の事業年度のキャピタルゲ

イン等に基づき算定した金額を計上しておりました

が、投資事業組合等において、期間損益をより適切に

表示するため、四半期ごとに支払成功報酬を計上する

こととなったことに伴い、当事業年度より、当該支払

成功報酬の受取額を売上高「投資事業組合等運営報

酬」に計上しております。  

これにより、売上高、売上総利益、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が、それぞれ219百万円増加

しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 関係会社項目 ※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。 

    現金及び預金 4,026百万円     現金及び預金 4,341百万円 

※２ 担保に供している資産 

    上記資産は、一年以内返済予定長期借入金10百万 

   円、長期借入金20百万円の担保に供しております。 

 営業投資有価証券 24百万円

計 24百万円

※２ 担保に供している資産 

上記資産のうち14百万円は、長期借入金20百万円

の担保に供しております。 

 また、3,654百万円はバイアウト関連投資先の債

務（52,707百万円）に対し担保提供している投資事

業組合が保有する営業投資有価証券の当社持分相当

額であります。 

 営業投資有価証券   3,668百万円

計   3,668百万円

※３ 有形固定資産から控除した減価償却累計額は492百

万円であります。 

※３ 有形固定資産から控除した減価償却累計額は401百

万円であります。 

※４ 投資その他の資産に対して計上した貸倒引当金

は、当該資産より直接控除しております。 

直接控除した内訳は次のとおりであります。 

※４ 投資その他の資産に対して計上した貸倒引当金

は、当該資産より直接控除しております。 

直接控除した内訳は次のとおりであります。 

なお、「固定化営業債権」は財務諸表等規則第32

条第１項第10号の債権であります。  

「固定化営業債権」 725百万円

「その他」（会員権） 78百万円

「その他」（会員権）   82百万円

※５ 会社の発行する株式及び発行済株式の総数は次の

とおりであります。 

※５              ────── 

授権株式数 普通株式 1,056,000株

発行済株式総数 普通株式 429,675株

     

     

※６ 平成15年６月27日開催の定時株主総会において下

記の欠損てん補を行っております。 

※６              ──────  

資本準備金 3,989百万円

利益準備金 21百万円

計 4,010百万円

 

※７ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式114株で

あります。 

※７        ────── 

  

※８ 有価証券の保有目的の変更 ※８        ────── 

当社が保有する有価証券について、当事業年度よ

り、保有目的の変更に伴い、「営業投資有価証

券」（146百万円）を「投資有価証券」へ、「投資

有価証券」（1,148百万円）を「営業投資有価証

券」に振替えております。 

 

９ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は、2,980百

万円であります。 

９        ────── 

  



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業投資有価証券売上原価には、評価損が1,832百

万円含まれております。 

※１ 営業投資有価証券売上原価には、評価損が273百万

円含まれております。 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであり、販売費及び一般管理費のうち、

販売費に属する費目の割合は概ね15％でありま

す。 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであり、販売費及び一般管理費のうち、

販売費に属する費目の割合は概ね21％でありま

す。 

支払手数料 282百万円

役員報酬 189百万円

給与手当 1,356百万円

賞与引当金繰入額 461百万円

役員退職慰労引当金繰入額 29百万円

退職給付費用 153百万円

投資事業組合持分経費 427百万円

賃借料 331百万円

減価償却費 81百万円

支払手数料    750百万円

役員報酬    189百万円

給与手当      1,544百万円

賞与引当金繰入額    416百万円

役員賞与引当金繰入額  98百万円

役員退職慰労引当金繰入額   31百万円

退職給付費用    157百万円

投資事業組合持分経費    633百万円

賃借料    397百万円

減価償却費   113百万円

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

受取配当金 

支払利息 

201百万円

32百万円

支払利息   36百万円

※４ 投資有価証券売却益の中には、当事業年度に投資

有価証券から営業投資有価証券に振替えた株式の

売却益（1,917百万円）が含まれております。 

※４        ────── 

※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

有形固定資産 

  「土地」 

  「車両運搬具」 

 

23百万円

0百万円

 計 24百万円

有形固定資産 

  「土地」 

 

0百万円

投資その他の資産 

 「その他」（会員権） 

 

1百万円

 計 1百万円

※６ 固定資産評価損の内訳は次のとおりであります。 ※６        ────── 

投資その他の資産 

  「その他」（会員権） 

 

2百万円

  

   

 

 

※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

有形固定資産  

「建物」 4百万円

「構築物」 0百万円

「器具備品」 4百万円

 計 9百万円

有形固定資産  

「建物」  126百万円

「器具備品」  11百万円

無形固定資産   

「ソフトウェア」   1百万円

計     140百万円

※８ 特別損失に計上した合併費用は、ＳＭＢＣキャピ

タル株式会社との合併に伴い発生したコンサルテ

ィング費用及び弁護士費用等であります。 

※８        ────── 



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）当事業年度における自己株式の株式数の増加740株は、取締役会の決議に基づく取得740株、端株0株の買取による

ものであります。減少は、新株予約権の行使に伴う譲渡によるものです。 

（リース取引関係） 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 （注） 114 740 187 667 

合計 114 740 187 667 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

＜借主側＞ 

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

当額及び期末残高相当額 

＜借主側＞ 

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

当額及び期末残高相当額 

  車両運搬具

取得価額相当額 28百万円

減価償却累計額相当額 11百万円

期末残高相当額 17百万円

  車両運搬具

取得価額相当額   28百万円

減価償却累計額相当額   13百万円

期末残高相当額   14百万円

 なお、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っております。 

 なお、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っております。 

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 5百万円

１年超 11百万円

合計 17百万円

１年以内  5百万円

１年超   9百万円

合計   14百万円

 なお、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っており

ます。 

 なお、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っており

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 

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円

支払リース料  5百万円

減価償却費相当額  5百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐

用年数とし残存価額をゼロとした定額法を採用して

おります。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 

 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。 

当事業年度（平成19年３月31日現在） 

 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。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 3,102百万円

投資損失引当金 2,784百万円

賞与引当金 187百万円

営業投資有価証券 912百万円

退職給付引当金 176百万円

役員退職慰労引当金 26百万円

その他 160百万円

繰延税金資産小計 7,350百万円

評価性引当額 △7,350百万円

繰延税金資産合計 －百万円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 2,045百万円

繰延税金負債合計 2,045百万円

繰延税金負債の純額 2,045百万円

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金      1,380百万円

投資損失引当金      2,557百万円

賞与引当金    169百万円

営業投資有価証券    765百万円

退職給付引当金    206百万円

役員退職慰労引当金   30百万円

その他    181百万円

繰延税金資産小計      5,292百万円

評価性引当額   △5,292百万円

繰延税金資産合計  －百万円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金      2,376百万円

繰延税金負債合計      2,376百万円

繰延税金負債の純額      2,376百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  （％）

法定実効税率 40.7 

（調整）  

評価性引当額 △38.4 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.5 

連結納税による税額の減少 △1.1 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.0 

    

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  （％）

法定実効税率 40.7 

（調整）  

評価性引当額 △44.0 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 

役員賞与引当金  0.9 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △0.7 

連結納税による税額の減少 △1.9 

その他 2.9 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.7 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

    ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 86,900円58銭

１株当たり当期純利益金額 17,646円71銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
17,627円34銭

１株当たり純資産額       96,392円71銭

１株当たり当期純利益金額       10,767円83銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
      10,755円52銭

  
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 6,689 4,622 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 165 － 

  （うち利益処分による役員賞与金） (165) (－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,524 4,622 

普通株式の期中平均株式数（株） 369,754 429,290 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（株） 406 491 

  （うち新株予約権） (406) (491) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要 

──────   新株予約権２種類（平成17年６

月28日定時株主総会決議 新株予

約権の数 309個 

 平成18年６月27日定時株主総会

決議 新株予約権の数 332個） 

 なお、詳細については、「第４ 

提出会社の状況 １ 株式等の状

況 （２）新株予約権等の状況」

に記載のとおりであります。 

 
前事業年度末 

（平成18年３月31日） 
当事業年度末 

（平成19年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  － 41,397 

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円） 
 － 44 

（うち自己株式申込証拠金） （－） （0） 

（うち新株予約権） （－） （43） 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  － 41,353 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
－ 429,008 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 平成18年６月27日開催の第23回定時株主総会において

当社の取締役に対して会社法第361条第１項の規定に基づ

き、当社の使用人（執行役員を含む。）に対して会社法

第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストッ

ク・オプション（新株予約権）を発行することを決議い

たしました。 

１．「新株予約権Ⅰ」に係る新株予約権発行の要領 

（1）「新株予約権Ⅰ」の割当を受ける者 

当社の取締役とする。 

（2）「新株予約権Ⅰ」の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式80株を各事業年度に係る定時株主総会

の日から１年以内の日に発行する「新株予約権Ⅰ」を

行使することにより交付を受けることができる株式数

の上限とする。 

なお、当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割

当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、

その他株式数の変更をすることが適切な場合は、当社

は必要と認める株式の数の調整を行う。 

（3）発行する「新株予約権Ⅰ」の総数 

80個を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年

以内の日に発行する「新株予約権Ⅰ」の上限とする。

なお、「新株予約権Ⅰ」１個当たりの目的となる株式

の数（以下、この項において「付与株式数」とい

う。）は１株とする。但し、前項に定める株式の数の

調整を行った場合は、当社は必要と認める調整を行

う。 

（4）「新株予約権Ⅰ」の行使に際して出資される財産の

価額 

「新株予約権Ⅰ」の行使に際して出資される財産の

価額は、「新株予約権Ⅰ」の行使により交付を受ける

ことができる株式１株当たり１円とし、これに付与株

式数を乗じた金額とする。 

（5）「新株予約権Ⅰ」を行使することができる期間 

「新株予約権Ⅰ」を割り当てる日の翌日から平成39

年６月26日までの範囲内で、当社取締役会において決

定する。 

（6）譲渡による「新株予約権Ⅰ」の取得の制限 

譲渡による「新株予約権Ⅰ」の取得については、当

社取締役会の承認を要するものとする。 

（7）「新株予約権Ⅰ」のその他の内容 

「新株予約権Ⅰ」に関するその他の内容について

は、「新株予約権Ⅰ」の募集事項を決定する当社取締

役会において定めるものとする。 

 平成19年６月26日開催の第24回定時株主総会において

当社の使用人（執行役員を含む。）に対して会社法第236

条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オ

プション（新株予約権）を発行することを決議いたしま

した。 

１.「新株予約権Ａ」に係る新株予約権発行の要領  

（1）「新株予約権Ａ」の割当を受ける者 

当社の執行役員とする。 

（2）「新株予約権Ａ」の数の上限 

下記（4）に定める内容の新株予約権130個を上限と

する。 

なお、「新株予約権Ａ」を行使することにより交付

を受けることができる株式の総数は、当社普通株式

130株を上限とし、下記（4）①により「新株予約権

Ａ」に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付

与株式数に「新株予約権Ａ」の上限数を乗じた数とす

る。 

（3）「新株予約権Ａ」の払込金額   

「新株予約権Ａ」は無償で発行することとし、金銭

の払込みを要しないこととする。 

（4）「新株予約権Ａ」の内容 

① 「新株予約権Ａ」の目的である株式の種類及び数 

「新株予約権Ａ」の目的である株式の種類は普通

株式とし、「新株予約権Ａ」１個当たりの目的であ

る株式の数（以下、この項において「付与株式数」

という。）は１株とする。なお、株主総会における

決議の日（以下「決議日」という。）後に、当社が

当社普通株式の株式分割（株式無償割当てを含む。

以下同じ。）又は株式併合を行う場合は、「新株予

約権Ａ」のうち、当該株式分割又は株式併合の時点

で行使されていない新株予約権について、次の算式

により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる

１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併

合の比率 

また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本

金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ

付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。 

② 「新株予約権Ａ」の行使に際して出資される財産

の価額 

各「新株予約権Ａ」の行使に際して出資される財

産の価額は、「新株予約権Ａ」の行使により交付を

受けることができる株式１株当たり１円とし、これ

に付与株式数を乗じた金額とする。 

 



前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２．「新株予約権Ⅱ」に係る新株予約権発行の要領 

（1）「新株予約権Ⅱ」の割当を受ける者 

当社の執行役員とする。 

（2）「新株予約権Ⅱ」の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式50株を上限とする。 

「新株予約権Ⅱ」の目的である株式の種類は普通株

式とし、「新株予約権Ⅱ」１個当たりの目的である株

式の数（以下、この項において「付与株式数」とい

う。）は１株とする。なお、株主総会における決議の

日（以下「決議日」という。）後に、当社が当社普通

株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、「新株予

約権Ⅱ」のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で

行使されていない新株予約権について、次の算式によ

り付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未

満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合

の比率 

また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金

の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与 

株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲 

で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

（3）「新株予約権Ⅱ」の行使に際して出資される財産の

価額 

各「新株予約権Ⅱ」の行使に際して出資される財産

の価額は、「新株予約権Ⅱ」の行使により交付を受け

ることができる株式１株当たり１円とし、これに付与

株式数を乗じた金額とする。 

（4）「新株予約権Ⅱ」の行使期間 

平成18年７月１日から平成39年６月26日までの範囲

内で、当社取締役会が定める期間とする。 

（5）「新株予約権Ⅱ」の行使により株式を発行する場合 

    における増加する資本金及び資本準備金に関する事 

    項 

① 「新株予約権Ⅱ」の行使により株式を発行する場

合において増加する資本金の額は、会社計算規則

（平成18年法務省令第13号。以下同じ。）第40条第

１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の

２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとす

る。  

② 「新株予約権Ⅱ」の行使により株式を発行する場

合において増加する資本準備金の額は、上記①記載

の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する

資本金の額を減じた額とする。  

（6）「新株予約権Ⅱ」の譲渡制限 

譲渡による「新株予約権Ⅱ」の取得については、当

社取締役会の承認を要するものとする。 

③ 「新株予約権Ａ」の行使期間 

平成19年７月１日から平成39年６月26日までの範

囲内で、当社取締役会が定める期間とする。 

④ 「新株予約権Ａ」の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

（a）「新株予約権Ａ」の行使により株式を発行する

場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条第１項の規定に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り上げるものとする。 

（b）「新株予約権Ａ」の行使により株式を発行する

場合において増加する資本準備金の額は、上記

（a）記載の資本金等増加限度額から上記（a）

に定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

⑤ 「新株予約権Ａ」の譲渡制限 

譲渡による「新株予約権Ａ」の取得については、

当社取締役会の承認を要するものとする。 

⑥ 「新株予約権Ａ」の行使の条件 

（a）１個の「新株予約権Ａ」の一部行使はできない

ものとする。 

（b）「新株予約権Ａ」の権利者が、当社及び当社関

係会社のうち、当社取締役会が決定する会社の

取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した

日の翌日から「新株予約権Ａ」を行使できるも

のとする。 

（c）上記（b）にかかわらず、「新株予約権Ａ」の

行使期間の末日の30日前の日より、他の行使の

条件に従い、「新株予約権Ａ」を行使できるも

のとする。 

（d）その他の行使の条件は、当社と「新株予約権

Ａ」の権利者との間で締結する新株予約権割当

契約において定めるところによる。 

⑦ 「新株予約権Ａ」の取得事由及び取得の条件 

「新株予約権Ａ」の権利者が「新株予約権Ａ」を

行使しうる条件に該当しなくなった場合、又は「新

株予約権Ａ」の権利者が「新株予約権Ａ」の全部若

しくは一部を放棄した場合には、当社は当該「新株

予約権Ａ」を無償で取得することができる。 

⑧ １株に満たない端数の処理 

「新株予約権Ａ」を行使した新株予約権者に交付

する株式の数に１株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

 



前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（7）「新株予約権Ⅱ」の行使の条件 

① １個の「新株予約権Ⅱ」の一部行使はできないも

のとする。 

② 「新株予約権Ⅱ」の権利者が、当社及び当社関係

会社のうち、当社取締役会が決定する会社の取締役

及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日か

ら「新株予約権Ⅱ」を行使できるものとする。 

③ 上記②にかかわらず、「新株予約権Ⅱ」の行使期

間の末日の30日前の日より、他の行使の条件に従

い、「新株予約権Ⅱ」を行使できるものとする。 

④ その他の行使の条件は、当社取締役会が決定する

ものとする。 

（8）「新株予約権Ⅱ」の取得条項 

当社取締役会が定める事由に基づき権利を喪失した

場合には、当会社は「新株予約権Ⅱ」を無償で取得す

ることができる。 

（9）１株に満たない端数の処理 

「新株予約権Ⅱ」を行使した新株予約権者に交付す

る株式の数に１株に満たない端数がある場合には、こ

れを切り捨てるものとする。 

３．「新株予約権Ⅲ」に係る新株予約権発行の要領 

（1）「新株予約権Ⅲ」の割当を受ける者 

当社の執行役員以外の使用人とする。 

（2）「新株予約権Ⅲ」の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式350株を上限とする。 

「新株予約権Ⅲ」の目的である株式の種類は普通株

式とし、「新株予約権Ⅲ」１個当たりの目的である株

式の数（以下、この項において「付与株式数」とい

う。）は１株とする。 

なお、決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割

又は株式併合を行う場合は、「新株予約権Ⅲ」のう

ち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されてい

ない新株予約権について、次の算式により付与株式数

の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、

これを切り捨てる。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併

合の比率 

また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金

の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与

株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲

で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

２.「新株予約権Ｂ」に係る新株予約権発行の要領 

（1）「新株予約権Ｂ」の割当を受ける者 

当社の執行役員以外の使用人とする。 

（2）「新株予約権Ｂ」の数の上限 

下記（4）に定める内容の新株予約権360個を上限と

する。 

なお、「新株予約権Ｂ」を行使することにより交付

を受けることができる株式の総数は、当社普通株式

360株を上限とし、下記（4）①により「新株予約権

Ｂ」に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付

与株式数に「新株予約権Ｂ」の上限数を乗じた数とす

る。 

（3）「新株予約権Ｂ」の払込金額 

「新株予約権Ｂ」は無償で発行することとし、金銭

の払込みを要しないこととする。 

（4）「新株予約権Ｂ」の内容 

① 「新株予約権Ｂ」の目的である株式の種類及び数 

「新株予約権Ｂ」の目的である株式の種類は普通

株式とし、「新株予約権Ｂ」１個当たりの目的であ

る株式の数（以下、この項において「付与株式数」

という。）は１株とする。なお、決議日後に、当社

が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合 

は、「新株予約権Ｂ」のうち、当該株式分割又は株

式併合の時点で行使されていない新株予約権につい

て、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整

の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨て

る。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併

合の比率 

また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本

金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ

付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。 

 



前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（3）「新株予約権Ⅲ」の行使に際して出資される財産の

価額 

各「新株予約権Ⅲ」の行使に際して出資される財産

の価額は、「新株予約権Ⅲ」の行使により交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行

使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とす

る。 

行使価額は、「新株予約権Ⅲ」を割り当てる日（以

下、この項において「割当日」という。）の属する月

の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）におけ

るジャスダック証券取引所の当社普通株式の普通取引

の終値の平均値、又は割当日の終値（終値がない場合

は、それに先立つ直近日の終値とする。）のいずれか

高い額に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切

り上げる。 

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分

割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式

により調整されるものとし、調整により生じる１円未

満の端数は切り上げる。 

  

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普

通株式につき、新株の発行を行う場合（当社普通株式

に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合

を除く。）には、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

１ 

分割又は併合の比率 

② 「新株予約権Ｂ」の行使に際して出資される財産

の価額 

各「新株予約権Ｂ」の行使に際して出資される財

産の価額は、「新株予約権Ｂ」の行使により交付を

受けることができる株式１株当たりの払込金額（以

下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金

額とする。 

行使価額は、「新株予約権Ｂ」を割り当てる日

（以下、この項において「割当日」という。）の属

する月の前月の各日（取引が成立しない日を除

く。）におけるジャスダック証券取引所の当社普通

株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日の終値

（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値と

する。）のいずれか高い額に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り上げる。 

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式

分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の

算式により調整されるものとし、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げる。 

  

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社

普通株式につき、新株の発行を行う場合（当社普通

株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は

行使の場合を除く。）には、次の算式により行使価

額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数

は切り上げる。 

調整後 

行使価額
＝ 

調整前 

行使価額
× 

１ 

分割又は併合の比率 

  

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社

の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式を控除した数とする。 

上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は

資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準

じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範

囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行 

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 
× 

新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

  

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当

社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式

に係る自己株式を控除した数とする。 

上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又

は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理

的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとす

る。 

        既発行

株式数
＋ 

新規発行 

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
× 

新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 



前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（4）「新株予約権Ⅲ」の行使期間 

平成23年７月１日から平成28年６月26日までの範囲

内で、当社取締役会が定める期間とする。 

（5）「新株予約権Ⅲ」の行使により株式を発行する場合

における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

① 「新株予約権Ⅲ」の行使により株式を発行する場

合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

40条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限

度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと

する。 

② 「新株予約権Ⅲ」の行使により株式を発行する場

合において増加する資本準備金の額は、上記①記載

の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する

資本金の額を減じた額とする。 

（6）「新株予約権Ⅲ」の譲渡制限 

譲渡による「新株予約権Ⅲ」の取得については、当

社取締役会の承認を要するものとする。 

（7）「新株予約権Ⅲ」の行使の条件 

① １個の「新株予約権Ⅲ」の一部行使はできないも

のとする。 

② その他の行使の条件は、当社取締役会が決定する

ものとする。 

（8）「新株予約権Ⅲ」の取得条項 

「新株予約権Ⅲ」の権利者が、当社取締役会が定め

る事由に基づき権利を喪失した場合には、当会社は

「新株予約権Ⅲ」を無償で取得することができる。 

（9）１株に満たない端数の処理   

「新株予約権Ⅲ」を行使した新株予約権者に交付す

る株式の数に１株に満たない端数がある場合には、こ

れを切り捨てるものとする。 

③ 「新株予約権Ｂ」の行使期間 

平成24年７月１日から平成29年６月25日までの範

囲内で、当社取締役会が定める期間とする。 

④ 「新株予約権Ｂ」の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

（a）「新株予約権Ｂ」の行使により株式を発行する

場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条第１項の規定に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り上げるものとする。 

（b）「新株予約権Ｂ」の行使により株式を発行する

場合において増加する資本準備金の額は、上記

（a）記載の資本金等増加限度額から上記（a）

に定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

⑤ 「新株予約権Ｂ」の譲渡制限 

譲渡による「新株予約権Ｂ」の取得については、

当社取締役会の承認を要するものとする。 

⑥ 「新株予約権Ｂ」の行使の条件 

（a）１個の「新株予約権Ｂ」の一部行使はできない

ものとする。 

（b）その他の行使の条件は、当社と「新株予約権

Ｂ」の権利者との間で締結する新株予約権割当

契約において定めるところによる。  

⑦ 「新株予約権Ｂ」の取得事由及び取得の条件  

「新株予約権Ｂ」の権利者が「新株予約権Ｂ」を

行使しうる条件に該当しなくなった場合、又は「新

株予約権Ｂ」の権利者が「新株予約権Ｂ」の全部若

しくは一部を放棄した場合には、当社は当該「新株

予約権Ｂ」を無償で取得することができる。 

⑧ １株に満たない端数の処理 

「新株予約権Ｂ」を行使した新株予約権者に交付

する株式の数に１株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

該当事項はありません。 

【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

Hotung Investment Holdings Limited 86,339,271 1,478 

キッセイ薬品工業株式会社 498,000 1,013 

日清医療食品株式会社 262,500 405 

株式会社仙台銀行 63,800 169 

株式会社秋田銀行 200,000 120 

株式会社池田銀行 20,000 110 

上海環球金融中心投資株式会社 2,000 100 

株式会社マキヤ 88,000 80 

株式会社福島銀行 524,000 75 

株式会社大東銀行 318,000 55 

その他 29銘柄 928,499 517 

    小計 89,244,070 4,127 

計 89,244,070 4,127 

種類及び銘柄 
投資口数等 
（百万口） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

有価証券 
その他有

価証券 

投資事業組合等の出資持分相当額 － 830 

小計 － 830 

計 － 830 



【有形固定資産等明細表】 

（注）当期増加額には、本社移転に伴う建物224百万円、器具備品111百万円の増加を含んでおります。   

【引当金明細表】 

 （注）１．投資損失引当金及び貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の欄の金額は、回収等による取崩額でありま

す。 

２．貸倒引当金（固定）は投資その他の資産に対して計上したものであり、貸借対照表上、対象債権より直接控

除しております。 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産               

建物 613 226 223 616 249 40 367 

構築物 9 － － 9 8 0 0 

車両運搬具 4 － － 4 3 0 1 

器具備品 185 111 70 226 101 27 124 

賃貸資産 45 － 5 40 38 － 2 

土地 991 － 0 991 － － 991 

有形固定資産計 1,849 338 298 1,888 401 69 1,487 

無形固定資産               

ソフトウェア 321 88 2 407 243 44 163 

その他 15 － － 15 － － 15 

無形固定資産計 336 88 2 422 243 44 178 

長期前払費用 8 3 － 11 6 1 5 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

投資損失引当金 6,843 2,028 2,567 19 6,284 

貸倒引当金（流動） 30 － － － 30 

貸倒引当金（固定） 803 3 641 83 82 

賞与引当金 461 416 461 － 416 

役員賞与引当金  － 98 － － 98 

役員退職慰労引当金 65 31 21 － 75 



（2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

（a）現金及び預金 

（b）営業投資有価証券 

区分 金額（百万円） 

現金 1 

預金   

当座預金 13 

普通預金 5,319 

計 5,333 

投資事業組合等出資持分相当額 9,775 

合計 15,110 

区分 金額（百万円） 

株式 24,883 

債券 418 

投資事業組合等出資持分相当額 35,665 

合計 60,966 



② 負債の部 

（a）長期借入金 

 （注） 金融機関等からの借入金であります。 

（b）関係会社借入金 

（3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（百万円） 

住友信託銀行株式会社 3,700 

株式会社三重銀行 3,500 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,000 

株式会社広島銀行 625 

その他（注） 3,570 

合計 12,395 

相手先 金額（百万円） 

関係会社短期借入金   

 株式会社三井住友銀行 5,850 

小計 5,850 

一年以内返済予定関係会社長期借入金   

 株式会社三井住友銀行 3,168 

小計 3,168 

関係会社長期借入金   

 株式会社三井住友銀行 7,000 

小計 7,000 

合計 16,018 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）１．剰余金の配当については、必要に応じて基準日を定めて実施することがあります。 

       ２．当社は、旧商法第220条ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しており、株主名簿管理人の事務取扱場所 

に備え置いております。 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 毎事業年度終了後３カ月以内 

基準日 ３月31日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券、1,000株券 

剰余金の配当の基準日（注）１ 
９月30日 

３月31日 

１単元の株式数 ────── 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告とする。（http://www.nifsmbc.co.jp/ir/koukoku/)ただし、電

子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたとき

は、日本経済新聞に掲載して行う。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券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23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日関東財務局長に提出 

（2）半期報告書 

事業年度（第24期中）（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）平成18年12月19日関東財務局長に提

出 

（3）有価証券届出書（新株予約権証券）及びその添付書類 

平成18年８月22日関東財務局長に提出 

（4）臨時報告書 

平成18年12月７日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書でありま

す。 

平成19年１月29日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書でありま

す。 

平成19年５月18日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書でありま

す。 

（5）自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月10日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日）平成18年５月10日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）平成18年６月12日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年６月27日）平成18年７月10日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成18年６月27日 至 平成18年６月30日）平成18年７月10日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年７月31日）平成18年８月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成18年８月１日 至 平成18年８月31日）平成18年９月８日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成18年９月１日 至 平成18年９月30日）平成18年10月６日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年10月31日）平成18年11月８日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成18年11月１日 至 平成18年11月30日）平成18年12月７日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成18年12月１日 至 平成18年12月31日）平成19年１月12日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年１月31日）平成19年２月８日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年２月１日 至 平成19年２月28日）平成19年３月７日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年３月31日）平成19年４月６日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年４月30日）平成19年５月２日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年５月31日）平成19年６月７日関東財務局長に提出 

（6）有価証券届出書の訂正届出書 

平成18年８月31日関東財務局長に提出 

平成18年８月22日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 



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。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月27日

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社  

  取締役会 御中    

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 堀内 巧   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山田 雄一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小澤 陽一  印 

 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」に掲げられているエヌ・

アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社（旧会社名 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社）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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金

計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、エ

ヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社（旧会社名 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社）及び連結子会社

の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 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

 （注） 上記は、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、その原本は当社が連結財務諸表に添

付する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年６月26日

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社  

  取締役会 御中    

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 堀内 巧   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小澤 陽一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 梅津 広   印 

 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」に掲げられているエヌ・

アイ・エフＳＭＢＣベンチャ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連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連

結附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、エ

ヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 

追記情報 

１．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項１（1）に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より投資

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を適用している。 

２．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４（7）②に記載されているとおり、会社は会社及び連結子会社

（投資事業組合等を除く）が運営管理する投資事業組合等（連結子会社以外）への出資金の会計処理を変更した。 

３．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されているとおり、会社は当連結会計年度より貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準を適用している。 

 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

 （注） 上記は、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、その原本は当社が連結財務諸表に添

付する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月27日

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社  

  取締役会 御中    

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 堀内 巧   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山田 雄一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小澤 陽一  印 

 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」に掲げられているエヌ・

アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社（旧会社名 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社）の平成17年４月１日

から平成18年３月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附

属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、エヌ・

アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社（旧会社名 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社）の平成18年３月31日

現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。 

 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

 （注） 上記は、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、その原本は当社が財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年６月26日

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社  

  取締役会 御中    

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 堀内 巧   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小澤 陽一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 梅津 広   印 

 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」に掲げられているエヌ・

アイ・エフＳＭＢＣベンチャ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24期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、エヌ・

アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１．重要な会計方針10（1）に記載されているとおり、会社は会社が運営管理する投資事業組合等への出資金の会計処理

を変更した。 

２．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

を適用している。 

 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

 （注） 上記は、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、その原本は当社が財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 
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