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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

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期

会計期間

自平成18年
１月１日
至平成18年
６月30日

自平成19年
１月１日
至平成19年
６月30日

自平成20年
１月１日
至平成20年
６月30日

自平成18年
１月１日
至平成18年

12月31日

自平成19年
１月１日
至平成19年

12月31日

売上高 (百万円) 8,210 11,171 14,198 16,607 27,441

経常利益 (百万円) 1,878 2,672 3,864 5,203 10,595

中間（当期）純利益 (百万円) 1,131 1,805 2,943 3,030 6,659

純資産額 (百万円) 17,273 24,660 43,654 19,367 37,394

総資産額 (百万円) 79,579 94,829 152,192 81,130 119,000

１株当たり純資産額 （円） 131,317.69 81,739.84 104,266.12 144,417.79 98,431.04

１株当たり中間（当期）純

利益金額
（円） 9,796.05 6,629.25 10,162.46 24,407.44 24,141.19

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
（円） 8,053.36 5,903.54 9,801.83 20,697.61 21,773.90

自己資本比率 （％） 21.7 24.0 20.0 23.8 23.2

営業活動によるキャッシュ

・フロー
(百万円) △32,584 5,305 △23,789 △32,859 3,225

投資活動によるキャッシュ

・フロー
(百万円) △6,577 △9,665 △17,846 △10,516 △24,501

財務活動によるキャッシュ

・フロー
(百万円) 46,634 11,549 31,067 45,708 30,397

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高
(百万円) 13,501 15,899 7,265 8,362 17,833

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（人）

129

（12） 

318

(5)

457

(5)

152

(5)

337

(7)

（注）１．売上高（連結）には、連結子会社のうち㈲リサ・リバイタル・サポートほか一部の連結子会社は税込方式

によっておりますので、一部消費税等が含まれております。

２．平成19年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、株式分割は期首

に行われたものとみなして計算しております。
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 　（2）提出会社の経営指標等

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期

会計期間

自平成18年
１月１日
至平成18年
６月30日

自平成19年
１月１日
至平成19年
６月30日

自平成20年
１月１日
至平成20年
６月30日

自平成18年
１月１日
至平成18年

12月31日

自平成19年
１月１日
至平成19年

12月31日

売上高 (百万円) 7,665 9,701 12,810 15,393 23,667

経常利益 (百万円) 1,522 2,557 3,936 4,529 9,990

中間（当期）純利益 (百万円) 884 1,629 3,190 2,632 6,002

資本金 (百万円) 6,749 7,812 8,460 6,852 7,829

発行済株式総数 （株） 131,258 278,798 296,413 133,833 281,053

純資産額 (百万円) 16,948 22,174 29,649 18,889 26,577

総資産額 (百万円) 79,084 91,526 131,006 80,590 107,464

１株当たり純資産額 （円） 129,123.23 79,538.95 101,379.12 141,141.74 94,540.03

１株当たり中間（当期）純

利益金額
（円） 7,651.23 5,983.15 11,017.06 21,200.56 21,761.64

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
（円） 6,290.10 5,328.17 10,626.10 17,978.15 19,627.68

１株当たり配当額 （円） － － － 2,000 1,800

自己資本比率 （％） 21.4 24.2 22.6 23.4 24.7

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（人）

74

（ 8）

93

(2)

119

(1)

101

(2)

97

(2)

　（注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。

２．平成19年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、株式分割は期首

に行われたものとみなして計算しております。
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２【事業の内容】

　当社グループは、当社（株式会社リサ・パートナーズ）、連結子会社43社及び関連会社38社により構成されており、

不動産、貸付債権、企業（株式）等の様々な資産を対象として、自己勘定やファンドを通じた投資活動を展開するとと

もに、デューデリジェンスやアセットマネジメント、サービシング（債権管理回収）、さらには企業再生コンサルティ

ング等のフィナンシャル・アドバイザリー業務を手掛けております。

　なお、当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について重要な変更はありません。

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

　当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の重要な関係会社となりました。　

名称 住所
資本金又は
出資金
（百万円）

主要な事業内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

 ㈱リサ・パートナーズ 那覇 沖縄県那覇市　 3 プリンシパル
投資事業　

100 役員の兼任あり　

東上野開発㈱ 東京都千代田区 101
プリンシパル

投資事業
100 －

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

　なお、当中間連結会計期間において、アイ・アール債権回収㈱は、株式を売却したため持分法適用範囲から除外し

ております。
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

プリンシパル投資事業 285 (1)

ファンド事業 31 (-)　

インベストメントバンキング事業 82 (3)

全社（共通） 59 (1)

合計 457 (5)

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

期間の平均人員を外数で記載しております。

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

るものであります。

３．従業員が前連結会計年度末に比べ120名増加しましたのは、主として当中間連結会計期間より㈱リサ・パー

トナーズ那覇が新たに連結子会社となったためであります。

　

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（名） 119 (1)

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

を含む）は、（　）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。

　

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当中間連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年６月30日）における我が国経済は、米国に端を発したサブ

プライム問題に起因する金融市場の混乱が続く中で、原油や素材価格の高騰が企業収益を圧迫するなど、景気に関

する不透明感が強まりました。企業の業況判断も一段と慎重さが増しており、設備投資の先行きについても注視が

必要な状況です。個人消費は、おおむね横ばい圏で推移はしているものの、消費者物価の上昇や株価の下落による

逆資産効果など、予断を許さない環境にあると言えます。

当社グループの事業領域である金融市場におきましては、欧米の金融機関の業績悪化が相次ぐ中で、邦銀の存在

感が相対的に増してきておりますが、地域金融機関・メガバンク共に一定水準の不良債権は継続して発生してお

り、不良債権の処理は活発に行われています。一方、もう一つの当社の事業領域である不動産市場においては、金融

機関による不動産融資の厳格化が進む中で、金融機関による融資先の選別が起きており、不動産業者間で資金調達

力に大きな格差が現れています。

このような事業環境の中、当社は、プリンシパル投資事業、ファンド事業、インベストメントバンキング事業の３

つのセグメントで事業を展開してまいりましたが、３つのセグメントともに、順調に業績を伸ばすことが出来まし

た。財務面においては、コミットメントラインの拡充を図ることで、金融機関からの資金調達枠を拡大し、当社グ

ループの旺盛な投資機会に対して、より機動的な資金調達が可能となりました。当中間連結会計期間における取引

金融機関数は、地方銀行や信託銀行の新規取引行が前期比６行増加したことで77行を超えており、金融機関との良

好な融資取引関係が続いております。

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は14,198百万円（前年同期比27.1％増）、営業利益は4,951百万円

（前年同期比50.7％増）、経常利益は3,864百万円（前年同期比44.6％増）、中間純利益は2,943百万円（前年同期比

63.0％増）と大幅な増収・増益を達成することができました。

　事業のセグメント別の業績は次の通りであります。

（プリンシパル投資事業）

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

不動産投資におきましては、当初の予定通り、物件から安定的に得られる賃料を中心に順調に収益を積み上げた

一方で、不動産融資の信用収縮により、取引価格の下がった収益物件については、優良資産積上げのチャンスと捉

え、継続して投資を進めております。貸付債権投資では、再生案件のエグジットも含めて、債権の回収が引き続き順

調に進捗しました。また、メガバンク、政府系、地域金融機関など各業態から、定期的に売却用の再生債権・バルク

債権が持ち込まれ、貸付債権の買取りも進めております。企業（株式）投資では、既存の投資先からの事業収益が

計上されました。また、新たな投資先として、平成20年５月に、沖縄の国際通りに位置する「ホテルJALシティ那

覇」の取得に成功しました。「ホテルJALシティ那覇」は、立地面やブランド面での競争優位性があり、稼働率も高

い水準で推移していることから、今後の安定した収益獲得が期待できます。

これらの結果、プリンシパル投資事業の売上高は9,658百万円（前年同期比21.9％増）、営業利益2,170百万円（前

年同期比1.4％増）となりました。

（ファンド事業）

ファンド事業では、外部の投資家との大中型不動産共同投資、各地域で展開する企業再生ファンド、全国規模で

展開する企業投資ファンドについて、管理運営業務を受託しながら、自らも一部エクイティ出資をしています。

大中型不動産共同投資は、グローブ・インターナショナル・パートナーズと共同で展開しており、当初の予定通

り、アセットマネジメントフィーを中心に収益を確保しました。一方、投資物件の出口については、マーケットを注

視しながら進めておりますが、当期中の売却予定物件については、下期に向けて売却活動を本格化させておりま

す。企業再生ファンドは、全国の地域金融機関と連携して取り組んでいますが、平成20年３月に、七十七銀行と「七

十七事業再生ファンド」を立ち上げるとともに、岐阜県において中小企業基盤整備機構と「ぎふ中小企業支援

ファンド」を立ち上げるなど、引き続き順調に拡大しています。一方、全国規模で展開する企業投資ファンドの

「リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド」ついては、平成18年９月の運営開始後、投資コミット総額は

218.5億円に達していましたが、その後の投資活動が順調に進み、平成20年４月をもって、コミット総額のほぼ全額

の投資が完了しました。平成20年７月には、既に２号ファンドが組成されており、投資活動を開始しております。
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これらの結果、売上高1,187百万円（前年同期比6.6％増）、営業利益747百万円（前年同期比18.1％増）と増収増

益を確保することができました。

（インベストメントバンキング事業）

インベストメントバンキング事業では、Ｍ＆Ａや企業再生コンサルティング等のフィナンシャル・アドバイザ

リー業務やサービシング業務（債権管理回収）、デューデリジェンス業務を手掛けるとともに、これら金融や不動

産に関わる投資やアドバイザリー業務のノウハウを統合的に活用してソリューション業務を手掛けております。

当中間連結会計期間においては、再生アドバイザリーを行う連結子会社のフロンティア・マネジメント株式会

社が順調に成長したこと、また、財務再構築および海外不動産の売却に関わる大型アドバイザリー案件の成約が

あったことから、売上高3,793百万円（前年同期比46.1％増）、営業利益3,114百万円（前年同期比164.5％増）と大

幅な増収増益となりました。

(2）キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得

による支出やファンドへの出資による支出等があったものの、税金等調整前中間純利益を4,723百万円計上し、かつ

金融機関借入による資金調達等により前連結会計年度末に比べ10,568百万円減少し、当中間連結会計期間末には

7,265百万円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は23,789百万円（前年同期は5,305百万円の獲得）となりました。

　これは、税金等調整前中間期純利益4,723百万円があったものの、法人税等の支払等に加え、買取債権及び販売用不

動産の取得による支出によるものであります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は17,846百万円（前年同期比84.6％増）となりました。

　これは主に投資用不動産としての有形固定資産の取得による支出や関係会社への出資による支出等によるもので

あります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は31,067百万円（前年同期比169.0％増）となりました。

　これは主に、不動産投資、債権投資、ファンドへの出資向け資金として、金融機関借入による資金調達を行ったこと

によるものであります。

EDINET提出書類

株式会社リサ・パートナーズ(E05390)

半期報告書

 8/83



２【仕入及び販売の状況】

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

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

実績、受注実績については該当する実績がないことから記載しておりません。

(1）仕入実績

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

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

プリンシパル投資事業（百万円） 25,841 732.8　

合計（百万円） 25,841 732.8　

　（注）　本表の金額には、消費税は含まれておりません。

(2）販売実績

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

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

プリンシパル投資事業（百万円） 9,658 ＋21.9　

ファンド事業（百万円） 1,187 ＋6.6　

インベストメントバンキング事業（百万円） 3,793 ＋46.1　

計（百万円） 14,639 ＋25.8　

消去又は全社（百万円） △440 －　

合計（百万円） 14,198 ＋27.1　

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

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

４【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

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

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 721,600

計 721,600

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年９月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 296,413 296,413
東京証券取引所

市場第一部

完全議決権株式

であり、権利内

容に何ら限定の

ない当社におけ

る標準となる株

式であります。

計 296,413 296,413 － －

  （注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年９月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（転換社

債型新株予約権付社債の行使を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。
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（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15年10月16日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与

　
中間会計期間末現在
（平成20年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 6 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）
48

(注)1,2
同左

新株予約権の行使時の払込金額（円）
11,250

(注)1,2
同左

新株予約権の行使期間
平成17年12月１日から

平成20年11月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　11,250円

資本組入額 5,625円

(注)1,2

同左

新株予約権の行使の条件

権利行使の時に、当社及

び当社の子会社・関連会

社の取締役、監査役、従業

員その他これに準ずる地

位にあること

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

第三者に譲渡、担保権設

定その他一切の処分をす

ることができないものと

する

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

②　平成16年11月25日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与

　
中間会計期間末現在
（平成20年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個）

 　　　第1種　　   －

 　　　第2種　　256.8

 　　　第3種　　256.8

(注)2

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）

      第1種       －

      第2種　  5,136

      第3種　　5,136

同左

新株予約権の行使時の払込金額（円）
117,292.45

(注)2,3
同左

新株予約権の行使期間
平成18年11月25日から

平成22年11月25日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　117,292.45円

資本組入額58,646.225円

(注)2,3

同左
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中間会計期間末現在
（平成20年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の行使の条件

全ての新株予約権につい

て、当社と新株予約権の

割当を受けた者との間で

締結する「新株予約権付

与契約」に定めるところ

による

なお、第2種、第3種の行使

条件については、「新株

予約権付与契約」におい

て、当社とソロス・リア

ルエステート・インベス

ターズとの共同投資の投

資額に応じて、それぞれ

設定する

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

全ての新株予約権につい

て、譲渡はソロス・リア

ルエステート・インベス

ターズの関連会社、関連

ファンドに対してのみ、

これを認める

同左

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

③　平成17年３月30日定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与

　
中間会計期間末現在
（平成20年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 193 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）
386

(注)3
同左

新株予約権の行使時の払込金額（円）
192,955

(注)3
同左

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日から

平成23年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　192,955円

資本組入額96,477.5円

(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

権利行使の時に、当社及

び当社の子会社・関連会

社の取締役、監査役、従業

員その他これに準ずる地

位にあること

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

第三者に譲渡、担保権設

定その他一切の処分をす

ることができないものと

する

同左

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 
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④　平成18年３月30日定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与

　
中間会計期間末現在
（平成20年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 343 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）
686

(注)3
同左

新株予約権の行使時の払込金額（円）
317,000

(注)3
同左

新株予約権の行使期間
平成21年４月１日から

平成24年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　317,000円

資本組入額158,500円

(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

権利行使の時に、当社及

び当社の子会社・関連会

社の取締役、監査役、従業

員或いは顧問その他これ

に準ずる地位にあること

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

第三者に譲渡、担保権設

定その他一切の処分をす

ることができないものと

する

同左

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

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

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

　　　　２．平成18年５月12日開催の取締役会決議により、平成18年５月30日を払込期日とする一般募集の増資により、発行

済株式総数が18,000株増加しております。これにより「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額」が調整されております。

　　　　３．平成19年２月９日開催の取締役会決議により、平成19年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行っておりま

す。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約

権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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 　　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。

平成20年４月11日取締役会決議に基づく新株予約権の付与

　
中間会計期間末現在
（平成20年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 1,544 1,499

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） 1,544 1,499

新株予約権の行使時の払込金額（円） 210,368 同左

新株予約権の行使期間
平成22年４月12日から

平成24年４月11日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　210,368円

資本組入額105,184円
同左

新株予約権の行使の条件

権利行使の時に、当社及

び当社の子会社・関連会

社の取締役、監査役、従業

員その他これに準ずる地

位にあること

同左

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 (注)1 同左

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

同左

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)2 － 

　（注）１．以下の①から⑤までに定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合または当

社の株主から当該株主総会の招集の請求があった場合（株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社

取締役会が決議した場合）において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することを

もって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定

めを設ける定款変更の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定

めを設ける定款変更の議案

　　　　２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を

総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存す

る新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編

行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または

計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下

「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予

約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
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 　　旧商法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

 　　平成17年４月19日取締役会決議に基づく新株予約権付社債の発行

　
中間会計期間末現在
（平成20年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 2,480 同左

新株予約権の数（個） 496 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）
13,860.7

(注)1
同左

新株予約権の行使時の払込金額（円）
178,923.2

(注)1
同左

新株予約権の行使期間

平成17年５月23日から

平成22年３月17日の銀行

営業終了時（ルクセンブ

ルグ時間）まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　178,923.2円

資本組入額 89,461.6円

(注)1

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
同左

新株予約権の譲渡に関する事項 該当なし 同左

代用払込みに関する事項 (注)2 同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

  （注）１．平成19年２月９日開催の取締役会決議により、平成19年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

  　　　２．各本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。なお、本新株予約権

は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権

が行使されると代用払込により本社債は消滅する。
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 　　会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

 　　平成19年４月11日取締役会決議に基づく新株予約権付社債の発行

　
中間会計期間末現在
（平成20年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 12,053 同左

新株予約権の数（個） 2,400 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） 30,291.99 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 398,125 同左

新株予約権の行使期間

平成19年５月11日から

平成26年４月14日の銀行

営業終了時（ルクセンブ

ルグ時間）まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　398,125円

資本組入額199,062.5円
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
同左

新株予約権の譲渡に関する事項 該当なし 同左

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際

しては、本社債を出資す

るものとし、当該本社債

の価額は、本社債の額面

金額と同額とする

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) 同左

  （注）①当社が組織再編行為を行う場合には、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株

予約権付社債の主債務者としての地位を引き受けさせ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付

させるよう最善の努力をするものとする。

        ②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

        （イ）交付される承継会社等の新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約

権の数と同一の数とする。

        （ロ）承継会社等の新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

        （ハ）承継会社等の新株予約権の目的である株式の数

当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。

        　　　（ⅰ）合併、株式交換若しくは株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行

使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等

の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したとき

に受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証

券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価

で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

        　　　（ⅱ）上記(ⅰ)の場合を除くその他の組織再編等（但し、当社及び承継会社等が上記(ⅰ)又は本(ⅱ)のいずれを

利用するか選択しうる場合の合併、株式交換若しくは株式移転において、本(ⅱ)を適用することを選

択した場合を含む。）の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した

場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発

生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
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        （ニ）承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該社債の価額は、本社債の額

面金額と同額とする。

        （ホ）承継会社等の新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

        （へ）承継会社等の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。

        （ト）承継会社等の新株予約権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

新株予約権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

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。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本

金の額を減じた額とする。

        （チ）組織再編等が行われた場合

承継会社等について組織再編等が行われた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。

        （リ）その他

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等普通株式の数につき、１株の100

分の１の整数倍の端数が発生する場合には、現金により精算し、１株の100分の１未満の端数は切り捨て、

現金調整は行わない（承継会社等が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により

単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現

金により精算し、１株未満の株式はこれを切り捨てる）。なお、かかる現金精算において生じた１円未満の

端数はこれを切り捨てる。また、当該組織再編等の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人

は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができない。かかる本社債の譲渡に関する制

限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された新株予約権を、

当該組織再編等の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わ

りに交付できる。

        ③当社は、上記①の定めに従い、本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株

予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
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（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、資本金等の状況】

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20年１月１日 
 ～

 平成20年６月30日 

（注）

15,360 296,413 631 8,460 631 8,598

　（注）新株予約権行使に伴う新株発行
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

井無田　敦 東京都目黒区 31,936 10.77

ステートストリートバンクア

ンドトラストカンパニー

（常任代理人　株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決

済業務室）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUS

ETTS 02101 U.S.A.

（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

21,330 7.20

ジェーピーモルガンチェース

オッペンハイマーファンズ

ジャスデックアカウント

（常任代理人　株式会社三菱東

京ＵＦＪ銀行）

CHASESIDE, BOURNEMOUTH, DORSET,

 BH7 7DB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号　

決済事業部）

19,000 6.41

株式会社ジェイウェイ 東京都目黒区中根二丁目11番９号 18,400 6.21

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号  13,550 4.57

井無田　美鈴 東京都目黒区 11,219 3.78

ステートストリートバンクア

ンドトラストカンパニー

505104

（常任代理人　株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決

済業務室）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUS

ETTS 02101 U.S.A.

（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

9,655 3.26

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 6,773 2.28

日興シティ信託銀行株式会社

（投信口）

東京都品川区東品川二丁目３番14号シティ

グループセンター 
6,247 2.11

ジェーピーエムシービーオム

ニバスユーエスペンショント

リーティージャスデック

380052

（常任代理人　株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決

済業務室）

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017,

 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

5,010 1.69

計 － 143,120 48.28

 （注）　前事業年度末現在主要株主でなかった井無田敦は、当中間期末では主要株主となっております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式　 　 4,046 

　（自己株式）
－

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　　292,367 292,367　 同上

端株 － － －

発行済株式総数 296,413　 － －

総株主の議決権 － 292,367　 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式等が121株及びそれに係る議決権の数

121個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

㈱リサ・パートナーズ
東京都港区赤坂

一丁目11番44号
4,046 － 4,046 1.36

計 － 4,046 － 4,046 1.36

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 241,000 257,000 221,000 228,000 256,000 237,000

最低（円） 160,000 176,000 185,000 190,000 214,000 158,000

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

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

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

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の中間財務諸表

については、新日本監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30

日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）の中間財務諸

表については、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から

名称変更しております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

　 　
前中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 　  15,950   7,294   17,877  

２．受取手形及び売掛
金

　  922   2,092   1,799  

３．たな卸資産 ※３  13,522   37,040   15,394  

４．買取債権 ※3,5  32,940   39,838   35,719  

５．繰延税金資産 　  180   567   436  

６．その他 　  2,215   7,028   2,457  

貸倒引当金 　  △21   △597   △590  

流動資産合計 　  65,710 69.3  93,265 61.3  73,094 61.4

Ⅱ　固定資産 　          

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物及び構築物 ※2,3  4,461   8,343   3,123  

２．土地 ※2,3  6,284   6,777   5,827  

３．その他 　  653   544   517  

有形固定資産合計 　  11,399 12.0  15,665 10.3  9,469 8.0

(2）無形固定資産 　          

１．ソフトウェア 　  144   148   154  

２．のれん 　  334   158   279  

３．その他 　  37   43   45  

無形固定資産合計 　  516 0.6  350 0.2  479 0.4

(3）投資その他の資産 　          

１．投資有価証券 　  14,547   38,973   32,122  

２．長期貸付金 　  1,553   2,252   2,317  

３．繰延税金資産 　  254   625   807  

４．その他 　  848   1,304   955  

貸倒引当金 　  －   △245   △245  

投資その他の資産
合計

　  17,202 18.1  42,910 28.2  35,957 30.2

固定資産合計 　  29,118 30.7  58,926 38.7  45,905 38.6

資産合計 　  94,829 100.0  152,192 100.0  119,000 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．支払手形及び買掛
金

　  62   62   87  

２．短期借入金 ※３  21,543   26,067   30,003  

３．未払法人税等 　  1,229   2,182   3,557  

４．賞与引当金 　  193   314   85  

５．その他 　  3,085   3,752   3,276  

流動負債合計 　  26,114 27.5  32,380 21.3  37,010 31.1

Ⅱ　固定負債 　          

  １．社債 　  15,533   14,704   14,789  

２．長期借入金 ※３  27,902   60,820   29,157  

３．退職給付引当金 　  4   2   3  

４．その他 　  613   628   645  

固定負債合計 　  44,054 46.5  76,156 50.0  44,595 37.5

負債合計 　  70,168 74.0  108,537 71.3  81,605 68.6

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  7,812 8.2  8,460 5.6  7,829 6.6

２．資本剰余金 　  7,949 8.4  8,598 5.6  7,967 6.7

３．利益剰余金 　  6,958 7.3  14,247 9.3  11,811 9.9

４．自己株式 　  △1 △0.0  △821 △0.5  △1 △0.0

株主資本合計 　  22,719 23.9  30,484 20.0  27,607 23.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評
価差額金

　  68 0.1  △0 △0.0  56 0.0

評価・換算差額等合
計

　  68 0.1  △0 △0.0  56 0.0

Ⅲ　新株予約権 　  － －  9 0.0  7 0.0

Ⅳ　少数株主持分 　  1,871 2.0  13,161 8.7  9,723 8.2

純資産合計 　  24,660 26.0  43,654 28.7  37,394 31.4

負債純資産合計 　  94,829 100.0  152,192 100.0  119,000 100.0
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②【中間連結損益計算書】

　 　

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  11,171 100.0  14,198 100.0  27,441 100.0

Ⅱ　売上原価 　  5,330 47.7  6,674 47.0  9,584 34.9

売上総利益 　  5,840 52.3  7,524 53.0  17,857 65.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,553 22.9  2,573 18.1  5,928 21.6

営業利益 　  3,286 29.4  4,951 34.9  11,928 43.5

Ⅳ　営業外収益 　          

１．受取利息 　 6   18   18   

２．受取配当金 　 1   1   1   

３．持分法による投資
利益

　 110   －   72   

４．その他 　 73 191 1.7 28 48 0.3 100 192 0.7

Ⅴ　営業外費用 　          

１．支払利息 　 592   747   1,234   

２．融資手数料 　 59   118   132   

３. 持分法による
　　   投資損失

　 －   190   －   

４．その他 　 154 806 7.2 78 1,134 8.0 158 1,525 5.6

経常利益 　  2,672 23.9  3,864 27.2  10,595 38.6

Ⅵ　特別利益 　          

１．関係会社株式売却
益

　 230   903   240   

２．固定資産売却益 　 10   6   144   

３. 新株予約権戻入益 　 － 240 2.2 7 917 6.5 － 385 1.4

Ⅶ　特別損失 　          

１．固定資産除却損 　 26   －   26   

２．投資有価証券評価
損

　 － 26 0.2 39 39 0.3 73 99 0.4

匿名組合損益分配
前税金等調整前中
間（当期）純利益

　  2,886 25.9  4,742 33.4  10,881 39.6

匿名組合損益分配
額

　  18 0.2  18 0.1  37 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

　  2,867 25.7  4,723 33.3  10,844 39.5

法人税、住民税及び
事業税

　 1,334   2,026   5,439   

法人税等調整額 　 2 1,336 12.0 83 2,110 14.9 △798 4,641 16.9

少数株主利益又は
少数株主損失
（△）

　  △274 △2.5  △329 △2.3  △456 △1.7

中間（当期）純利
益

　  1,805 16.2  2,943 20.7  6,659 24.3
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
6,852 6,990 5,421 △1 19,263

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行（百万円） 959 959 － － 1,919

剰余金の配当（百万円） － － △267 － △267

中間純利益（百万円） － － 1,805 － 1,805

新規連結による剰余金減少高

（百万円）
－ － △0 － △0

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
959 959 1,537 － 3,456

平成19年６月30日　残高

（百万円）
7,812 7,949 6,958 △1 22,719

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

平成18年12月31日　残高

（百万円）
64 40 19,367

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行（百万円） － － 1,919

剰余金の配当（百万円） － － △267

中間純利益（百万円） － － 1,805

新規連結による剰余金減少高

（百万円）
－ － △0

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

4 1,831 1,835

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
4 1,831 5,292

平成19年６月30日　残高

（百万円）
68 1,871 24,660

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年12月31日　残高

（百万円）
7,829 7,967 11,811 △1 27,607

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行（百万円） 631 631 － － 1,262

剰余金の配当（百万円） － － △507 － △507

中間純利益（百万円） － － 2,943 － 2,943

自己株式の取得（百万円） － － － △820 △820

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
631 631 2,435 △820 2,877

平成20年６月30日　残高

（百万円）
8,460 8,598 14,247 △821 30,484
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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

平成19年12月31日　残高

（百万円）
56 7 9,723 37,394

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行（百万円） － － － 1,262

剰余金の配当（百万円） － － － △507

中間純利益（百万円） － － － 2,943

自己株式の取得 － － － △820

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△56 1 3,437 3,382

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△56 1 3,437 6,259

平成20年６月30日　残高

（百万円）
△0 9 13,161 43,654

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
6,852 6,990 5,421 △1 19,263

連結会計年度中の変動額      

新株の発行（百万円） 976 976 － － 1,953

剰余金の配当（百万円） － － △267 － △267

当期純利益（百万円） － － 6,659 － 6,659

自己株式の消却（百万円） － △0 － 0 －

新規連結による剰余金減少高

（百万円）
－ － △1 － △1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
976 976 6,390 0 8,344

平成19年12月31日　残高

（百万円）
7,829 7,967 11,811 △1 27,607

 

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

平成18年12月31日　残高

（百万円）
64 － 40 19,367

連結会計年度中の変動額     

新株の発行（百万円） － － － 1,953

剰余金の配当（百万円） － － － △267

当期純利益（百万円） － － － 6,659

自己株式の消却（百万円） － － － －

新規連結による剰余金減少高

（百万円）
－ － － △1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

△7 7 9,682 9,682

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△7 7 9,682 18,026
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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

平成19年12月31日　残高

（百万円）
56 7 9,723 37,394
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

　    

１．税金等調整前中間
（当期）純利益

　 2,867 4,723 10,844

２．減価償却費 　 107 142 258

３．長期前払費用償却額 　 14 60 76

４．有形固定資産売却益 　 － △6 △144

５．固定資産除却損　 　 26 － 26

６．のれん償却額 　 72 55 128

７．持分法による投資損
益

　 △110 190 △72

８．匿名組合分配損益 　 △194 △141 △3,327

９．投資有価証券評価損 　 － 39 73

10. 関係会社株式売却益 　 △230 △903 △240

11．貸倒引当金の増加・
減少（△）額 

　 △14 6 799

12．賞与引当金の増加額 　 193 229 85

13．退職給付引当金の増
加・減少（△）額

　 △1 △0 △2

14．受取利息及び受取配
当金

　 △7 △19 △19

15．支払利息 　 592 747 1,234

16．売上債権の増加
（△）・減少額

　 244 △118 △632

17．たな卸資産の増加
（△）・減少額

　 1,851 △20,183 △593

18．買取債権の増加
（△）・減少額

　 2,135 △4,118 △644

19．仕入債務の増加・減
少（△）額

　 △8 △35 16

20．その他 　 535 △279 585

小計 　 8,074 △19,611 8,448

21．利息及び配当金の受
取額

　 4 18 16

22．利息の支払額 　 △606 △736 △1,229

23．法人税等の支払額 　 △2,167 △3,460 △4,009

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

　 5,305 △23,789 3,225

 

EDINET提出書類

株式会社リサ・パートナーズ(E05390)

半期報告書

30/83



　 　

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

　    

１．有形固定資産の取得
による支出

　 △4,260 △8,560 △5,718

２．有形固定資産の売却
による収入

　 － 771 2,117

３．投資有価証券の取得
による支出

　 △1,489 △1,905 △16,577

４．関係会社株式の取得
による支出

　 △13 △6,036 △15

５．関係会社株式の売却
による収入

　 240 1,257 240

６．連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の売
却による支出

　 － － △187

７. 新規連結子会社株式
の取得による支出　

　 － △56 －

８．出資金の拠出による
支出

　 △0 － －

９．匿名組合出資金等の
拠出による支出

※２ △4,905 △121 △8,552

10．匿名組合等からの分
配による収入

※２ 1,141 425 5,316

11．貸付けによる支出 　 △1,755 △5,068 △3,656

12．貸付金の回収による
収入

　 1,725 1,603 3,019

13．その他 　 △347 △156 △486

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

　 △9,665 △17,846 △24,501

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

　    

１．短期借入金純増額 　 △8,905 △7,136 △3,524

２．長期借入による収入 　 11,900 45,001 29,779

３．長期借入金の返済に
よる支出

　 △5,231 △10,137 △17,307

４．社債の発行による収
入

　 12,323 － 12,323

５．社債の償還による支
出

　 △345 △364 △724

６．株式の発行による収
入

　 4 1,262 28

７．自己株式の取得によ
る支出

　 － △820 －

８．配当金の支払額 　 △265 △501 △266

９．少数株主からの払込
による収入

　 2,223 5,043 10,244

10. 少数株主への分配に
よる支出　

　 － △1,276 －

11．その他 　 △154 △2 △155

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

　 11,549 31,067 30,397
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加・減少（△）額

　 7,189 △10,568 9,121

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

　 8,362 17,833 8,362

Ⅵ　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の期首残
高

　 347 － 349

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 15,899 7,265 17,833
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　  　　35社

連結子会社の名称

㈲リサ・リバイタル・サポー

ト

㈲ダリッチ・キャピタル

㈱大隅インベストメンツ

㈱城山インベストメンツ

㈱隼人インベストメンツ

リサ企業再生債権回収㈱

㈱えひめリバイタル・マネジ

メント

㈱埼玉・ターンアラウンド・

マネジメント

㈱リファス

㈱グッド・リゾート

㈱おきなわリバイタル

㈱千葉リバイタル

㈱リサ・パートナーズ沖縄

㈲ＣＡＭ７

㈲マーキュリー・ファンド

㈲久茂地インベストメンツ

㈲八重瀬インベストメンツ

㈲与那覇インベストメンツ

㈲慶良間インベストメンツ

㈱ネクステージ

㈱魁インベストメンツ

リサ・コーポレート・ソ

リューション・ファンド投資

事業有限責任組合

㈱フロンティア・マネジメン

ト

㈱ホテル・アローレ

㈱くつろぎ宿

美ら島投資事業有限責任組合

その他（有限会社１社、匿名

組合８組合）

  当中間連結会計期間におい

て、㈱フロンティア・マネジ

メント、㈱隼人インベストメ

ンツ、美ら島投資事業有限責

任組合、匿名組合リレーショ

ンシップ・バンキング・ポー

タル・ファンド、匿名組合麹

町インベストメンツは新規設

立により連結範囲に含めてお

ります。

　なお従来の㈱隼人インベス

トメンツは㈱大隅インベスト

メンツに商号変更しておりま

す。

　㈲慶良間インベストメンツ

及びその他１社は、資産の取

得等に伴い重要性が増したた

め新たに連結範囲に含めてお

ります。

　㈱ホテル・アローレ、㈱くつ

ろぎ宿は、従来は事業再生投

資目的であったため連結の範

囲に含めておりませんでした

が、当中間連結会計期間より

連結範囲に含めております。

(1）連結子会社の数　  　　43社

連結子会社の名称

㈲リサ・リバイタル・サポー

ト

㈲ダリッチ・キャピタル

㈱大隅インベストメンツ

㈱城山インベストメンツ

㈱隼人インベストメンツ

リサ企業再生債権回収㈱

㈱えひめリバイタル・マネジ

メント

㈱埼玉・ターンアラウンド・

マネジメント

㈱リファス

㈱グッド・リゾート

㈱おきなわリバイタル

㈱千葉リバイタル

㈱リサ・パートナーズ沖縄

㈲ＣＡＭ７

㈲マーキュリー・ファンド

㈲久茂地インベストメンツ

㈲八重瀬インベストメンツ

㈲与那覇インベストメンツ

㈱ネクステージ

㈱魁インベストメンツ

リサ・コーポレート・ソ

リューション・ファンド投資

事業有限責任組合

九州コーポレート・ソリュー

ション・ファンド投資事業有

限責任組合

㈱フロンティア・マネジメン

ト

㈱ホテル・アローレ

㈱くつろぎ宿

美ら島投資事業有限責任組合

㈱ぎふリバイタル

㈱リサ・パートナーズ那覇

㈱リサ・キャピタルマネジメ

ント

東上野開発㈱

その他（株式会社５社、有限

会社１社、匿名組合７組合）

  当中間連結会計期間におい

て、㈱ぎふリバイタル、㈱リサ

・パートナーズ那覇、㈱リサ

・キャピタルマネジメント

、東上野開発㈱、他３社は新規

設立により連結範囲に含めて

おります。

(1）連結子会社の数　　　　36社

連結子会社の名称

㈲リサ・リバイタル・サポー

ト

㈲ダリッチ・キャピタル

㈱隼人インベストメンツ

㈱城山インベストメンツ

㈱大隅インベストメンツ

リサ企業再生債権回収㈱

㈱えひめリバイタル・マネジ

メント

㈱埼玉・ターンアラウンド・

マネジメント

㈱リファス

㈱グッド・リゾート

㈱おきなわリバイタル

㈱千葉リバイタル

㈱リサ・パートナーズ沖縄

㈲ＣＡＭ７

㈲マーキュリー・ファンド

㈲久茂地インベストメンツ

㈲八重瀬インベストメンツ

㈲与那覇インベストメンツ

㈱ネクステージ

㈱魁インベストメンツ

リサ・コーポレート・ソ

リューション・ファンド投資

事業有限責任組合

㈱フロンティア・マネジメン

ト

㈱ホテル・アローレ

㈱くつろぎ宿

美ら島投資事業有限責任組合

九州コーポレート・ソリュー

ション・ファンド投資事業有

限責任組合

その他（株式会社１社　有限

会社２社　匿名組合７組合）

当連結会計年度において、㈱

フロンティア・マネジメン

ト、㈱隼人インベストメンツ、

美ら島投資事業有限責任組

合、匿名組合麹町インベスト

メンツ、九州コーポレート・

ソリューション・ファンド投

資事業有限責任組合、アール

・ピー・ディー・ツー㈱は新

規設立により連結範囲に含め

ております。

　なお従来の㈱隼人インベス

トメンツは㈱大隅インベスト

メンツに商号変更しておりま

す。

　アール・ピー・ディー・ワ

ン㈲、㈲渡名喜インベストメ

ンツ、匿名組合福島リバイタ

ルファンド２号、匿名組合福

島リバイタルファンド３号

は、資産の取得等に伴い重要

性が増したため新たに連結範

囲に含めております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　 　なお、北東北地方企業再生支

援ファンド３号など７組合に

ついては、匿名組合事業の終

了に伴い連結範囲から除外し

ております。

　 　㈱ホテル・アローレ、㈱くつ

ろぎ宿は、従来は事業再生投

資目的であったため連結の範

囲に含めておりませんでした

が、当連結会計年度より連結

範囲に含めております。

　なお、北東北地方企業再生支

援ファンド３号など９組合に

ついては、匿名組合事業の終

了に伴い連結範囲から除外し

ております。

 (2）非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト

㈱ブランディング・マネジメ

ント

㈱イェス・コミュニケーショ

ン

㈲渡名喜インベストメンツ

㈲浜比嘉インベストメンツ

㈲真栄田インベストメンツ

㈱新玉井館

㈱小田原屋

㈱鎌倉屋

㈱アローレ販売

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト

㈱ブランディング・マネジメ

ント

㈱イェス・コミュニケーショ

ン

㈱新玉井館

㈱アローレ販売

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト

㈱ブランディング・マネジメ

ント

㈱イェス・コミュニケーショ

ン

㈱新玉井館

㈱アローレ販売

 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益（持分に

見合う額）、利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないた

めであります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益（持分に

見合う額）、利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためで

あります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数

３社

(1）持分法適用の関連会社数

38社

(1）持分法適用の関連会社数

10社

 会社名

アイ・アール債権回収㈱

㈱エフ・アンド・ビー

㈱スーパー・デラックス

 

　なお、㈱オーセントゴルフ倶

楽部は、当中間連結会計期間に

おいて株式を売却したため、持

分法適用範囲から除外してお

ります。

会社名

㈱エフ・アンド・ビー

㈱スーパー・デラックス

㈱マルヤ

アルピコホールディングス㈱

その他（株式会社27社　共同組

合１組合　匿名組合６組合） 

　

会社名

アイ・アール債権回収㈱

㈱エフ・アンド・ビー

㈱スーパー・デラックス

プリモ・ジャパン㈱

その他（匿名組合６組合）

 (2）持分法非適用の非連結子会社

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト

㈱ブランディング・マネジメ

ント

㈱イェス・コミュニケーショ

ン

㈲渡名喜インベストメンツ

㈲浜比嘉インベストメンツ

㈲真栄田インベストメンツ

㈱新玉井館

㈱小田原屋

㈱鎌倉屋

㈱アローレ販売

(2）持分法非適用の非連結子会社

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト

㈱ブランディング・マネジメ

ント

㈱イェス・コミュニケーショ

ン

㈱新玉井館

㈱アローレ販売

(2）持分法非適用の非連結子会社

㈲チャペル・ヒル・エステー

ト

㈱ブランディング・マネジメ

ント

㈱イェス・コミュニケーショ

ン

㈱新玉井館

㈱アローレ販売

 （持分法を適用しない理由）

上記の持分法非適用の非連

結子会社は、いずれも中間純

損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の

対象から除いても中間連結

財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体として

も重要性がないためであり

ます。

（持分法を適用しない理由）

同左

（持分法を適用しない理由）

上記の持分法非適用の非連

結子会社は、いずれも当期純

損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重

要性がないためであります。

 (3）持分法非適用の関連会社

㈱アイカフェ５４

 

（持分法を適用しない理由）

 上記の持分法非適用の関連

会社は、中間純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除い

ても中間連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がな

いためであります。

(3）持分法非適用の関連会社

㈱アイカフェ５４

㈱吉野

 （持分法を適用しない理由）

同左

(3）持分法非適用の関連会社 

㈱アイカフェ５４

㈱吉野

 （持分法を適用しない理由）

 上記の持分法非適用の関連

会社は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないた

めであります。

 (4）持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異な

る会社については、当該会社の

中間会計期間に係る中間財務

諸表を使用しております。

(4） 　　　　同左 (4）持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社に

ついては、当該会社の事業年度

に係る財務諸表を使用してお

ります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社のうち㈱くつろぎ宿の

決算日は３月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、当該会社の決算日現在の財務

諸表を使用しております。

　ただし、中間連結決算日までの期

間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っており

ます。

　なお、㈱くつろぎ宿は当中間連結

会計期間より新たに連結している

ため、平成18年４月１日から平成19

年３月31日までの財務諸表を使用

しております。

　連結子会社のうち㈱くつろぎ宿の

決算日は３月31日、㈱リサ・パート

ナーズ那覇の決算日は11月30日で

あります。

　中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、当該会社の決算日もしくは中

間決算日現在の財務諸表を使用し

ております。

　ただし、中間連結決算日までの期

間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っており

ます。

　

　連結子会社のうち㈱くつろぎ宿の

決算日は３月31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたって

は、当該会社の中間決算日現在の財

務諸表を使用しております。

　ただし、連結決算日までの期間に

発生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

　なお、㈱くつろぎ宿は当連結会計

年度より新たに連結しているため、

平成18年４月１日から平成19年９

月30日までの財務諸表を使用して

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

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております

１．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

１．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

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。

　 時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。ただし匿名組

合出資金は個別法によってお

り、詳細は「４.(6) 2匿名組合出

資金の会計処理」に記載して

おります。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ２．たな卸資産

(1）販売用不動産、不動産事業支

出金及び未成業務支出金

個別法による原価法を採用

しております。

２．たな卸資産

(1）販売用不動産、不動産事業支

出金及び未成業務支出金

同左

２．たな卸資産

(1）販売用不動産、不動産事業支

出金及び未成業務支出金

同左

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法を採用して

おります。

(2）貯蔵品

同左

(2）貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

１．有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物については定額法

を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　３年～30年

その他　　　　　３年～８年

１．有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物については定額法

を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　３年～33年

その他　　　　　３年～８年

１．有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物については定額法

を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　３年～33年

その他　　　　　３年～８年
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

  （追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、

法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上してお

ります。

　これによる損益及びセグメン

ト情報に与える影響は軽微で

あります。

（会計処理の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に

変更しております。

　なお、この変更が損益及びセ

グメント情報に与える影響は

軽微であります。

 ２．無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における見込利

用可能期間（３～５年）に基

づく定額法を採用しておりま

す。

２．無形固定資産

同左

２．無形固定資産

同左

 ３．長期前払費用

定額法を採用しております。

３．長期前払費用

同左

３．長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

１．貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

１．貸倒引当金

同左

１．貸倒引当金

同左

 ２．賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額のうち

当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。

２．賞与引当金

同左

２．賞与引当金

当社の連結子会社である㈱フ

ロンティア・マネジメントが

従業員に対して支給する賞与

の支給に充てるため、支給見込

額の当連結会計年度負担額を

計上しております。

　 ３．退職給付引当金

当社の連結子会社である㈱ホ

テル・アローレが従業員の退

職給付に備えるため、当中間連

結会計期間末における退職給

付債務見込額に基づき計上し

ております。

３．退職給付引当金

同左

３．退職給付引当金

当社の連結子会社である㈱ホ

テル・アローレが従業員の退

職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債

務見込額に基づき計上してお

ります。

 (4) 重要なリース取引の

 処理方法

  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（5）ヘッジ会計の方法 １．ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してお

ります。

１．ヘッジ会計の方法

同左

１．ヘッジ会計の方法

同左

 ２．ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

金利スワップ

２．ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

同左

２．ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

同左

 (ヘッジ対象)

借入金

(ヘッジ対象)

　　　　　同左

(ヘッジ対象)

　　　　　同左

 ３．ヘッジ方針

金利の市場変動によるリスク

を回避するためにデリバティ

ブ取引を利用しており、投機目

的のものはありません。

３．ヘッジ方針

同左

３．ヘッジ方針 

同左

 ４．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時及びその

後も継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完

全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジ有効

性の判定は省略しております。

４．ヘッジ有効性評価の方法

同左

 ４．ヘッジ有効性評価の方法

同左 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

１．消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、㈱リ

ファス、㈲リサ・リバイタル・

サポート、㈲ダリッチ・キャピ

タル、㈲八重瀬インベストメン

ツ、㈲与那覇インベストメン

ツ、リサ・コーポレート・ソ

リューション・ファンド投資

事業有限責任組合、美ら島投資

事業有限責任組合、その他匿名

組合９組合は税込方式、当社及

びその他の連結子会社は税抜

方式によっており、資産に係る

控除対象外消費税等は長期前

払消費税等（投資その他の資

産の「その他」に含む）に計

上し、５年間で均等償却を行っ

ております。

１．消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、次の

とおりであります。

（1）税抜方式によっている会社

等

㈱リサ・パートナーズ

リサ企業再生債権回収㈱

フロンティア・マネジメント

㈱

他　計19社（組合）

（2）税込方式によっている会社

等

㈱おきなわリバイタル

㈲リサ・リバイタル・サポー

ト

他　計24社（組合）

（3）資産に係る控除対象外消費

税等は長期前払消費税等

（投資その他の資産の「そ

の他」に含む）に計上し、５

年間で均等償却を行ってお

ります。

１．消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、次の

とおりであります。

（1）税抜方式によっている会社

等

㈱リサ・パートナーズ

リサ企業再生債権回収㈱

フロンティア・マネジメント

㈱

他　計19社（組合）

（2）税込方式によっている会社

等

㈱リファス

㈲リサ・リバイタル・サポー

ト

他　計17社（組合）

（3）資産に係る控除対象外消費

税等は長期前払消費税等

（投資その他の資産の「そ

の他」に含む）に計上し、５

年間で均等償却を行ってお

ります。

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

　 　匿名組合への出資に際して

は、匿名組合財産の持分割合相

当額を「投資有価証券」に計

上しております。

匿名組合から分配された損益

については、「売上高」に計上

するとともに同額を「投資有

価証券」に加減し、営業者から

の出資金の払戻しについては

「投資有価証券」を減額させ

ております。

　同左 　同左

　 　ただし、当社または当社及び

関係会社が匿名組合を実質的

に支配している場合において、

買取債権等の特定の財産への

投資を対象とする匿名組合に

ついては、匿名組合財産のうち

当社の持分割合に相当する部

分を、出資者である当社の資産

及び負債として中間連結貸借

対照表に計上し、中間連結損益

計算書についても同様に処理

しております。

　同左 　ただし、当社または当社及び

関係会社が匿名組合を実質的

に支配している場合において、

買取債権等の特定の財産への

投資を対象とする匿名組合に

ついては、匿名組合財産のうち

当社の持分割合に相当する部

分を、出資者である当社の資産

及び負債として連結貸借対照

表に計上し、連結損益計算書に

ついても同様に処理しており

ます。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な現

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左 同左
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

（中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「賃

貸収益」及び「賃貸費用」は、それぞれ営業外収益及び

営業外費用の総額の100分の10以下であるため、営業外収

益及び営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

す。

　なお、当中間連結会計期間の「賃貸収益」及び「賃貸費

用」の金額はそれぞれ10百万円、8百万円であります。

 ――

 ―― （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　財務活動によるキャッシュ・フローの「少数株主への

分配による支出」は、前中間連結会計期間は、「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増した

ため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「少数株主への分配による支出」は150百万円でありま

す。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

291百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は441百

万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は360百

万円であります。

※２　貸借対照表計上額に含まれる信託受益

権は次のとおりであります。

建物及び構築物 823百万円

土地     212

計    1,036百万円

※２　貸借対照表計上額に含まれる信託受益

権は次のとおりであります。

建物及び構築物   851百万円

土地 212

計  1,063百万円

※２　貸借対照表計上額に含まれる信託受益

権は次のとおりであります。

建物及び構築物    819百万円

土地 　212

計     1,032百万円

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

たな卸資産 8,063百万円

買取債権 3,258

建物及び構築物 2,264

土地 2,248

計 15,834百万円

たな卸資産   30,587百万円

買取債権      21,635

建物及び構築物      7,172

土地      3,939

計 63,335百万円

たな卸資産   8,531百万円

買取債権  14,395

建物及び構築物  2,283

土地       3,789

計 29,000百万円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 4,845百万円

長期借入金 8,322

計 13,168百万円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金     2,183百万円

１年以内返済長期

借入金

     2,391

長期借入金      46,428

計  51,003百万円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金    3,949百万円

１年以内返済長期

借入金

     2,423

長期借入金      17,596

計 23,968百万円

４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含

めて記載しております。

４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含

めて記載しております。

４　消費税等の取扱い

 ――

※５　　ローンパティシペーションで、平成７

年６月１日付日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第３号に基づいて、原

債務者に対する貸出金として会計処理

した参加元本金額のうち、中間連結貸

借対照表計上額は3,638百万円でありま

す。

※５　　ローンパティシペーションで、平成７

年６月１日付日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第３号に基づいて、原

債務者に対する貸出金として会計処理

した参加元本金額のうち、中間連結貸

借対照表計上額は6,151百万円でありま

す。

※５　　ローンパティシペーションで、平成７

年６月１日付日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第３号に基づいて、原

債務者に対する貸出金として会計処理

した参加元本金額のうち、連結貸借対

照表計上額は6,373百万円であります。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

給与手当 601百万円

賞与引当金繰入額 135

減価償却費 70

のれん償却額 72

給与手当    618百万円

賞与引当金繰入額 184

減価償却費 75

のれん償却額 55

給与手当    1,164百万円

貸倒引当金繰入額 815

減価償却費 168

のれん償却額 128
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

　

　　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 133,833.13 144,965.13 0.26 278,798

自己株式     

普通株式 3.13 3.13 0.26 6

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加の内、新株予約権の権利行使による増加は8,051株、株式分割（分割比率１：

２）による増加は136,914.13株であります。

２．自己株式の増加3.13株は株式分割（分割比率１：２）による増加、減少0.26株は端株の消却によるものであり

ます。

　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株予約権の内訳
（決議年月日）

新株予約権の
目的となる
株式の種類

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

前連結会計
年度末

当中間連結会
計期間増加

当中間連結会
計期間減少

当中間連結会
計期間末

提出会社

（親会社）

平成17年４月19日 普通株式 11,177.98 9,277.73 6,539.12 13,916.59 －

平成19年４月11日 普通株式 － 30,291.99 － 30,291.99 －

ストック・オプ

ションとしての新

株予約権

－ － － － － －

合計 － － － － － －

 （注）１．平成17年４月19日決議の新株予約権の増加は株式分割（分割比率１：２）によるもの、減少は新株予約権の

行使によるものであります。

 ２．平成19年４月11日決議の新株予約権の増加は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。

 ３．ストック・オプションとしての新株予約権の増加は株式分割（分割比率１：２）によるもの、減少は権利行

使及び退職によるものであります。

　　３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

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19年３月28日

定時株主総会
普通株式 267 2,000 平成18年12月31日 平成19年３月29日

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

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

　

　　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 281,053 15,360 － 296,413

自己株式     

普通株式 6 4,040 － 4,046

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加の内、新株予約権の権利行使による増加は15,360株であります。
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２．自己株式の増加4,040株は、平成19年11月12日及び平成20年３月10日開催の取締役会において決議いたしました

自己株式の取得によるものです。

　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株予約権の内訳
（決議年月日）

新株予約権の
目的となる
株式の種類

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

前連結会計
年度末

当中間連結会
計期間増加

当中間連結会
計期間減少

当中間連結会
計期間末

提出会社

（親会社）

平成17年４月19日 普通株式 13,860.70 － － 13,860.70 －

平成19年４月11日 普通株式 30,291.99 － － 30,291.99 －

ストック・オプ

ションとしての新

株予約権

－ － － － － 9

合計 － － － － － 9

　　３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

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20年３月27日

定時株主総会
普通株式 507 1,800 平成19年12月31日 平成20年３月28日

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

該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12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

 
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 133,833.13 147,220.13 0.26 281,053

自己株式     

普通株式 3.13 3.13 0.26 6

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加の内、新株予約権の行使による増加は10,306株、株式分割（分割比率１:２

）による増加は136,914.13株であります。

 ２．自己株式数の増加3.13株は株式分割（分割比率１:２）による増加、減少0.26株は端株の消却によるものであり

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株予約権の内訳
（決議年月日）

新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
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）

平成17年４月19日 普通株式 11,177.98 9,277.73 6,595.01 13,860.70 －

平成19年４月11日 普通株式 － 30,291.99 － 30,291.99 －

ストック・オプ

ションとしての新

株予約権

－ － － － － 7

合計 － － － － － 7

 （注）１．平成17年４月19日決議の新株予約権の増加は株式分割（分割比率１:２）によるもの、減少は新株予約権の行

使によるものであります。

 ２．平成19年４月11日決議の新株予約権の増加は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。
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　　３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

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19年３月28日

定時株主総会
普通株式 267 2,000 平成18年12月31日 平成19年３月29日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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20年３月27日

定時株主総会
普通株式 507 利益剰余金 1,800 平成19年12月31日 平成20年３月28日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

現金及び預金 15,950百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△51

現金及び現金同等物 15,899百万円

現金及び預金 7,294百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△29

現金及び現金同等物 7,265百万円

現金及び預金 17,877百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△43

現金及び現金同等物 17,833百万円

 ※２ 匿名組合出資金は、中間連結貸借対照

表上「投資有価証券」として計上して

おります。

 ※２ 　　　　　　同左 ※２　匿名組合出資金は、連結貸借対照表上

「投資有価証券」として計上しており

ます。

   ３　重要な非資金取引の内容

　転換社債型新株予約権付社債の新株予約

権行使

　新株予約権行使による

　資本金増加額　　　　　957百万円

　新株予約権行使による

　資本剰余金増加額　　　957百万円

　

　新株予約権の行使による転換社債型新株

予約権付社債の減少額　1,915百万円

   ３　　　　　　 ――　   ３　重要な非資金取引の内容

　転換社債型新株予約権付社債の新株予約

権行使

　新株予約権行使による

　資本金増加額　　　　   962百万円

　新株予約権行使による

　資本剰余金増加額　　   962百万円

　

　新株予約権の行使による転換社債型新株

予約権付社債の減少額　 1,930百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

 その他 8 1 7

合計 8 1 7

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

 その他 8 2 5

合計 8 2 5

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

 その他 8 1 7

合計 8 1 7

　（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

　（注）　　　　　同左 　（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

 １年内 1百万円

 １年超 5　

合計 7　

 １年内 1百万円

 １年超 4　

合計 5　

 １年内 1百万円

 １年超 5　

合計 7　

　（注） 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

　（注）　　　　　同左　　 　（注） 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

 支払リース料 0百万円

 減価償却費

 相当額
0　

 支払リース料 0百万円

 減価償却費

 相当額
0　

 支払リース料 1百万円

 減価償却費

 相当額
1　

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

２．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

２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

 １年内 149百万円

 １年超 －　

合計 149　

 １年内 51百万円

 １年超 50　

合計 101　

 １年内 84百万円

 １年超 72　

合計 157　
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

株式 1,176 1,292 116

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
前中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

  匿名組合等出資金 11,066

非上場株式 2,155

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

株式 427 427 △0

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

  匿名組合等出資金 13,783

非上場株式 15,065

前連結会計年度末（平成19年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 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）

株式 433 529 95

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
前連結会計年度末（平成19年12月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

匿名組合出資金 13,139

非上場株式 15,889
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

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

め開示の対象から除いております。

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

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

め開示の対象から除いております。

前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

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

め開示の対象から除いております。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

　前中間連結会計期間において付与したストック・オプションはありません。

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　　　９百万円

２．ストック・オプションの内容及び規模

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　 第８回ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 従業員　　　　167名

 ストック・オプションの付与数 普通株式　　1,552株

 付与日 平成20年４月28日

 権利確定条件
 付与日（平成20年４月28日）以降、権利確定日（平成22年

４月11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

 権利行使期間
 平成22年４月12日から

平成24年４月11日まで

 権利行使価格　　　　　　（円） 210,368

 公正な評価単価（付与日）（円） 70,892

前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12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　　　　７百万円

２．ストック・オプションの内容及び規模

　前連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

　 第７回ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 従業員　　　　146名

 ストック・オプションの付与数 普通株式　　1,290株

 付与日 平成19年11月29日

 権利確定条件
 付与日（平成19年11月29日）以降、権利確定日（平成21年

11月14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

 権利行使期間
 平成21年11月15日から

平成23年11月14日まで
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　 第７回ストック・オプション

 権利行使価格　　　　　　（円） 274,000

 公正な評価単価（付与日）（円） 72,510
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

　
プリンシパル投
資事業
（百万円）

ファンド事業
（百万円）

インベストメン
トバンキング事
業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

１　外部顧客に対する売上

高
7,921 1,114 2,135 11,171 － 11,171

２　セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 461 461 (461) －

計 7,921 1,114 2,596 11,632 (461) 11,171

営業費用 5,781 481 1,419 7,682 202 7,884

営業利益 2,140 632 1,177 3,950 (663) 3,286

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

プリンシパル投資事業 不動産自己投資　債権投資　エクイティ投資　その他事業投資

ファンド事業

不動産ファンド投資　不動産ファンドアセットマネジメント

企業再生ファンド投資　企業再生ファンドアセットマネジメント

ソリューションファンド投資　ソリューションファンドアセットマ

ネジメント

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

デューデリジェンス　サービシング　不動産仲介

３. 当中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は602百

万円であり、その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

　
プリンシパル投
資事業
（百万円）

ファンド事業
（百万円）

インベストメン
トバンキング事
業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

１　外部顧客に対する売上

高
9,658 1,187 3,352 14,198 － 14,198

２　セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 440 440 (440) －

計 9,658 1,187 3,793 14,639 (440) 14,198

営業費用 7,487 440 678 8,606 640 9,247

営業利益 2,170 747 3,114 6,032 (1,081) 4,951

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

プリンシパル投資事業 不動産自己投資　債権投資　エクイティ投資　その他事業投資

ファンド事業

不動産ファンド投資　不動産ファンドアセットマネジメント

企業再生ファンド投資　企業再生ファンドアセットマネジメント

ソリューションファンド投資　ソリューションファンドアセットマ

ネジメント

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

デューデリジェンス　サービシング　不動産仲介

３. 当中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は876百

万円であり、その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）
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プリンシパル投
資事業
（百万円）

ファンド事業
（百万円）

インベストメン
トバンキング事
業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高       

１　外部顧客に対する売上

高
16,054 8,064 3,323 27,441 － 27,441

２　セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 1,007 1,007 (1,007) －

計 16,054 8,064 4,331 28,449 (1,007) 27,441

営業費用 11,205 1,363 2,458 15,027 486 15,513

営業利益 4,848 6,700 1,873 13,422 (1,493) 11,928

　（注）１．事業区分の方法

　事業は事業の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

プリンシパル投資事業 不動産自己投資　債権投資　エクイティ投資　その他事業投資

ファンド事業

不動産ファンド投資　不動産ファンドアセットマネジメント

企業再生ファンド投資　企業再生ファンドアセットマネジメント

ソリューションファンド投資　ソリューションファンドアセットマ

ネジメント

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

デューデリジェンス　サービシング　不動産仲介

３．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,410百万

円であり、その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月１日

　至平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）において、本邦以外の

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

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しています。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 81,739円84銭

１株当たり中間

純利益金額
6,629円25銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
5,903円54銭

 　当社は平成19年４月１日付で株式１

株につき２株の株式分割を行っており

ます。

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなっております。

前中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

65,658円84銭 72,208円89銭

１株当たり中間純利益

金額

１株当たり当期純利益

金額 

 4,898円02銭 12,203円72銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 

 4,026円68銭 10,348円80銭

１株当たり純資産額 104,266円12銭

１株当たり中間

純利益金額
10,162円46銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
 9,801円83銭

１株当たり純資産額  98,431円04銭

１株当たり当期純利益

金額
24,141円19銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
21,773円90銭

 　当社は平成19年４月１日付で株式１

株につき　株の株式分割を行っており

ます。

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなっております。

 １株当たり純資産額   72,208円89銭

 １株当たり当期純利益 12,203円72銭

 潜在株式調整後

 １株当たり当期純利益 10,348円80銭

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

は、以下のとおりであります。

　
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 1,805 2,943 6,659

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,805 2,943 6,659

普通株式の期中平均株式数（株） 272,369 292,086 275,842

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
   

中間純利益調整額（百万円） －  －

普通株式増加数（株） 33,481 10,655 29,990

（うち新株予約権） (20,949) （8,586） (21,564)

（うち新株予約権付社債） (12,532) （2,069） （8,426)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種

新株予約権の目的とな

る株式の総数 30,291.99

株

新株予約権３種

新株予約権の目的とな

る株式の総数 32,521.99

株

新株予約権１種

新株予約権の目的となる

株式の総数　774株
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．西日本シティ銀行との業務提携及び長崎

　　銀行との業務・資本提携に関する件

　当社グループは、平成19年８月３日付で、株

式会社西日本シティ銀行（以下、「西日本シ

ティ銀行」）との間で、同行取引先に対する

ソリューション提供等における協力を主体と

した戦略的な業務提携に関する覚書を締結致

しました。

　また当社グループは、平成19年８月３日付

で、西日本シティ銀行との戦略的な業務提携

の一環として、同行の子会社である株式会社

長崎銀行（以下、「長崎銀行」）との間で業

務提携に関する覚書を締結するとともに長崎

銀行が発行する優先株式の引受を行いまし

た。

　同行との資本提携の概要は次のとおりです。

   ①募集株式の種類 　　株式会社長崎銀行

　　　　　　　　　　　 A種優先株式

  ②当社の払込金額の

　　総額     　　　　　4,000,000,000円

  ③払込期日           平成19年9月20日

  ④割当先及び株式数   当社     4百万株

　　　　　　　　　 　  西日本シティ銀行

                                1百万株

　なお、本優先株式は無議決権株式であり、当

社は長崎銀行の議決権は取得いたしません。

――　 １．新株予約権の取得および消却に関する件

(1）新株予約権を取得および消却する理由

当社は、当社従業員に対し、ストックオプ

ションとして新株予約権（以下「本新株予

約権」という）を平成19年11月29日に発行

いたしましたが、本新株予約権の発行時に定

めた「新株予約権の取得事由および取得条

件(注)」に基づき、本新株予約権の全部を取

得し、併せてそのすべてを消却することを平

成20年1月15日開催の取締役会において決議

し、平成20年1月31日にその取得及び償却を

実施しました。

（注）新株予約権割当日から新株予約権を

行使することができる期間の開始日の前日

までの間に、東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値が一度でも権利行

使価格の70％（1円未満の端数は切上げ）を

下回った場合において、当社取締役会が取得

する日を定めたときは、当該日が到来するこ

とをもって、当社は当該新株予約権を無償で

取得することができる。

(2）取得および消却する本新株予約権の概要

①本新株予約権の数 　 1,290個

　　　　　　　　　　（新株予約権１個当

　　　　　　　　　　　たり１株）

②本新株予約権の　　　平成19年11月29日

　割当日　　　　　　　　

③本新株予約権の払込　金銭の払込みを要

　金額                しないものとする

④本新株予約権の行使　平成21年11月15日

　期間　　　　　　　　から平成23年11月

　　　　　　　　　　　14日

⑤本新株予約権の行使　新株予約権１個当

　に際して出資される　たり274,000円

　財産の価額　　　　 （１株当たり

　　　　　　　　　　　274,000円）

 (3）取得および消却の内容 

①取得価額    　　　　無償

②取得および消却する　1,290個

　本新株予約権の数　（新株予約権１個

　　　　　　　　　　　当たり１株）

③取得日および消却日　平成20年1月31日 
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

――　 ――　 ２．国内無担保普通社債の発行に関する件

当社は、平成20年2月20日開催の取締役会

において、国内無担保普通社債の発行に関す

る包括決議を行いました。その概要は次のと

おりであります。

①発行総額　200億円以内　 

②発行時期　平成20年2月21日から

　　　　　　平成20年6月30日まで

③払込金額　各社債の金額100円につき100

　　　　　　円以上

④年限　　　5年以内

⑤利率　　　発行する社債と同年年限のス

　　　　　　ワップレート＋1.80％以下

⑥資金使途　投融資資金、匿名組合出資金

　　　　　　及びその他の出資金、借入金

　　　　　　返済資金、設備資金及び運転

　　　　　　資金、有価証券の取得資金、

　　　　　　短期社債を含むコマーシャル

　　　　　　ペーパー（CP)償還資金、社債

　　　　　　償還資金

なお、上記各項記載の範囲内において、具体

的な発行条件の決定その他本社債に関する

必要な事項の決定は、当社代表取締役に一任

することとします。　　　　

  ３．アイ・アール債権回収株式会社株式の売

却に関する件

当社は、平成20年2月20日開催の取締役会

において、当社の持分法適用会社であるアイ

・アール債権回収株式会社の当社保有分の

株式を、アコム株式会社に全株売却すること

を決議し、平成20年2月21日付で締結した株

式の譲渡契約に基づき、同日付で売却いたし

ました。その概要は次のとおりであります。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

――　 ――　 ①株式売却の理由

　当該会社については当社が債権管理回収業

に参入すべくアコム株式会社と７年前に共

同で設立した会社ですが、足利銀行グループ

のやしお債権回収株式会社（現リサ企業再

生債権回収株式会社）の買収およびその後

の同社の順調な成長を踏まえ、当社グループ

といたしましては経営の効率化、アコム株式

会社につきましては100％子会社化すること

によるメリットを享受すること等を勘案し、

売却いたしました。

②売却相手先の名称

　  アコム株式会社

③売却の時期

　  平成20年2月21日

④当該持分法適用会社の名称、事業内容及

  び当社との取引内容

　  イ．名称        アイ・アール債権回

                    収株式会社

　  ロ．事業内容　　債権買取及び受託回

                    収等の総合サービサ

                    ー（法務大臣許可番

                    号 第51号／平成13年

                    ６月22日）

　  ハ．当社との取引内容　　

　　                デューデリジェンス

                    及び小口債権の管理

                    回収業務等

⑤売却する株式の数、売却価額、売却損益

  及び売却後の持分比率

　  イ．売却株式数　　　　　2,160株

　  ロ．売却価額　　　　　　1,257百万円

　  ハ．売却益　　　　　　　　901百万円

　  ニ．売却後の持分比率　　　　0％
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

――　 ――　 ４．自己株式取得に関する件

   当社は、平成20 年3 月10 日開催の取締役

会において、会社法第165 条第3 項の規定に

より読み替えて適用される同法第156 条の

規定に基づき、自己株式を買い受けることを

決議いたしました。

①自己株式の取得を行う理由

　　株主還元水準の向上及び資本効率の改

  善を図るとともに、経営環境の変化に対 

  応した機動的な資本政策を遂行するた

  め、自己株式の取得を実施いたします。

②取得の内容

    イ．取得する株式の種類　　当社普通

                              株式

    ロ．取得する株式の総数　　１万株

                             （上限）

    ハ．株式の取得価額の総額　20 億円

                             （上限）

    ニ．取得する期間　　　　　

                   平成20年３月11日～

                   平成20年６月30日

③取得の方法　　市場による買付け

  ５．貸付債権取得に関する資金調達の件

  当社の子会社であるアール・ピー・

ディー・スリー株式会社（平成20年３月19

日設立）は、複数の金融機関からの貸付債権

取得に伴い、平成20年３月27日付の取締役会

において、下記のとおり資金調達することを

決議いたしました。

（1）借入極度枠　　100億円

（2）借入先　　　　株式会社三井住友銀行

（3）資金使途　　　貸付債権取得資金

（4）借入形態　　　証書貸付

（5）借入契約日　　平成20年3月28日

（6）借入実行期限　平成21年3月31日

（7）担保　　　　　①貸出人新橋支店に事

                     業管理口座を開設の

                     上、第一順位質権設

                     定

　　               ②本件貸付債権への第

                     一順位質権設定

（8）保証　　　　　株式会社リサ・パート

                   ナーズによる連帯保証
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（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

　 　
前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 　  14,043   4,573   15,353  

２．売掛金 　  598   1,641   1,532  

３．たな卸資産 ※３  13,492   36,858   15,367  

４. 短期貸付金　 　  －   7,143   1,892  

５．買取債権 ※3,6  31,832   39,838   34,624  

６．繰延税金資産 　  143   548   332  

７．その他 　  4,386   2,351   1,088  

貸倒引当金 　  △20   △766   △648  

流動資産合計 　  64,477 70.5  92,188 70.4  69,542 64.7

Ⅱ　固定資産 　          

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※2,3  2,672   2,547   2,618  

２．工具、器具及び備
品

　  410   412   423  

３．土地 ※2,3  5,465   3,900   5,715  

４．その他 ※2,3　  187   58   47  

有形固定資産合計 　  8,736 9.5  6,918 5.3  8,805 8.2

(2）無形固定資産 　          

１．ソフトウェア 　  122   119   136  

２．その他 　  36   43   43  

無形固定資産合計 　  159 0.2  163 0.1  181 0.2

(3）投資その他の資産 　          

１．投資有価証券 　  13,641   22,066   20,934  

２．関係会社株式 　  1,867   4,144   2,481  

３．繰延税金資産 　  254   624   806  

４．その他 　  2,388   5,146   4,959  

　　貸倒引当金 　  －   △245   △245  

投資その他の資産
合計

　  18,152 19.8  31,736 24.2  28,935 26.9

固定資産合計 　  27,048 29.5  38,817 29.6  37,922 35.3

資産合計 　  91,526 100.0  131,006 100.0  107,464 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．短期借入金 ※３  21,543   26,041   30,003  

２．未払法人税等 　  1,017   2,001   3,132  

３．賞与引当金 　  123   136   －  

４．その他 　  3,025   4,458   3,537  

流動負債合計 　  25,710 28.1  32,637 24.9  36,676 34.1

Ⅱ　固定負債 　          

  １．社債 　  15,533   14,704   14,789  

２．長期借入金 ※３  27,445   53,315   28,713  

３．その他 　  661   699   708  

固定負債合計 　  43,641 47.7  68,719 52.5  44,210 41.2

負債合計 　  69,351 75.8  101,357 77.4  80,886 75.3

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  7,812 8.5  8,460 6.5  7,829 7.3

２．資本剰余金 　          

（1）資本準備金 　 7,949   8,598   7,967   

　資本剰余金合計 　  7,949 8.7  8,598 6.5  7,967 7.4

３．利益剰余金 　          

（1）利益準備金 　 9   9   9   

　　  (2) その他利益剰余金 　          

 　　　繰越利益剰余金 　 6,335   13,393   10,709   

　利益剰余金合計 　  6,345 6.9  13,403 10.2  10,718 9.9

４．自己株式 　  △1 △0.0  △821 △0.6  △1 △0.0

  株主資本合計 　  22,105 24.1  29,640 22.6  26,513 24.6

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評
価差額金

　  68 0.1  △0 0.0  56 0.1

　評価・換算差額等合計 　  68 0.1  △0 0.0  56 0.1

Ⅲ　新株予約権 　  － －  9 0.0  7 0.0

　純資産合計 　  22,174 24.2  29,649 22.6  26,577 24.7

　負債純資産合計 　  91,526 100.0  131,006 100.0  107,464 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  9,701 100.0  12,810 100.0  23,667 100.0

Ⅱ　売上原価 　  4,930 50.8  6,251 48.8  8,285 35.0

売上総利益 　  4,771 49.2  6,559 51.2  15,381 65.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　  1,502 15.5  1,781 13.9  4,098 17.3

営業利益 　  3,268 33.7  4,778 37.3  11,282 47.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  43 0.4  74 0.6  151 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  754 7.8  916 7.2  1,444 6.1

経常利益 　  2,557 26.3  3,936 30.7  9,990 42.2

Ⅵ　特別利益 ※３  238 2.5  1,163 9.1  373 1.6

Ⅶ　特別損失 ※４  ― ―  39 0.3  162 0.7

匿名組合損益分配
前税引前中間（当
期）純利益

　  2,795 28.8  5,060 39.5  10,200 43.1

匿名組合損益分配
額 

　  18 0.2  18 0.1  37 0.2

税引前中間（当
期）純利益

　  2,776 28.6  5,041 39.4  10,162 42.9

法人税、住民税及び
事業税

　 1,129   1,846   4,874   

法人税等調整額 　 17 1,147 11.8 4 1,851 14.5 △714 4,160 17.5

中間（当期）純利
益

　  1,629 16.8  3,190 24.9  6,002 25.4
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

資本
準備金

利益
準備金

その他利

益剰余金 利益剰余
金合計繰越利益

剰余金

平成18年12月31日　残高

（百万円）
6,852 6,990 9 4,974 4,983 △1 18,824 64 18,889

中間会計期間中の変動額          

新株の発行（百万円） 959 959 ― ― ― ― 1,919 ― 1,919

剰余金の配当（百万円） ― ― ― △267 △267 ― △267 ― △267

中間純利益（百万円） ― ― ― 1,629 1,629 ― 1,629 ― 1,629

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

― ― ― ― ― ― ― 4 4

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
959 959 ― 1,361 1,361 ― 3,281 4 3,285

平成19年６月30日　残高

（百万円）
7,812 7,949 9 6,335 6,345 △1 22,105 68 22,174

当中間会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成19年12月31日　残高
（百万円）

7,829 7,967 9 10,709 10,718 △1 26,513

中間会計期間中の変動額        

新株の発行（百万円） 631 631 － － － － 1,262

剰余金の配当（百万円） － － － △505 △505 － △505

中間純利益（百万円） － － － 3,190 3,190 － 3,190

自己株式の取得（百万円） － － － － － △820 △820

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（百万円）

－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

631 631 － 2,684 2,684 △820 3,126

平成20年６月30日　残高
（百万円）

8,460 8,598 9 13,393 13,403 △821 29,640

 

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

平成19年12月31日　残高
（百万円）

56 7 26,577

中間会計期間中の変動額    

新株の発行（百万円） － － 1,262

剰余金の配当（百万円） － － △505

中間純利益（百万円） － － 3,190

自己株式の取得（百万円） － － △820
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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

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（百万円）

△56 1 △55

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△56 1 3,071

平成20年６月30日　残高
（百万円）

△0 9 29,649

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成18年12月31日　残高
（百万円）

6,852 6,990 9 4,974 4,983 △1 18,824

事業年度中の変動額        

新株の発行（百万円） 976 976 － － － － 1,953

剰余金の配当（百万円） － － － △267 △267 － △267

当期純利益（百万円） － － － 6,002 6,002 － 6,002

自己株式の消却（百万円） － △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）

976 976 － 5,735 5,735 0 7,688

平成19年12月31日　残高
（百万円）

7,829 7,967 9 10,709 10,718 △1 26,513

 

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

平成18年12月31日　残高
（百万円）

64 － 18,889

事業年度中の変動額    

新株の発行（百万円） － － 1,953

剰余金の配当（百万円） － － △267

当期純利益（百万円） － － 6,002

自己株式の消却（百万円）　 － － －

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（百万円）

△7 7 △0

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△7 7 7,688

平成19年12月31日　残高
（百万円）

56 7 26,577
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

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

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採

用しております。ただし匿名組

合出資金は個別法によってお

り、詳細は「５.(2) 匿名組合出

資金の会計処理」に記載して

おります。

時価のないもの 

同左

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

販売用不動産、不動産事業支出

金及び未成業務支出金

個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

販売用不動産、不動産事業支出

金及び未成業務支出金

同左

(2）たな卸資産

販売用不動産、不動産事業支出

金及び未成業務支出金

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法を採用してお

ります。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物については定額法

を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物　　　　　　３年～30年

工具、器具及び備品

  ３年～８年

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物については定額法

を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物　　　　　　３年～33年

工具、器具及び備品

３年～８年

（追加情報）

　当社は、法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上してお

ります。

　これによる損益及びセグメン

ト情報に与える影響は軽微で

あります。

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物については定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　　　　　３年～33年

構築物　　　　　20年

工具、器具及び備品

３年～８年

（会計処理の変更）

 法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、平成19年4月1日以

降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更し

ております。 

　なお、この変更が損益に与え

る影響は軽微であります。

 (2）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における見込利

用可能期間（３～５年）に基

づく定額法を採用しておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額のうち

当中間会計期間の負担額を計

上しております。

(2）賞与引当金

　　　　同左

――

４．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用し

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

    (ヘッジ手段)

同左

 (ヘッジ対象)

借入金

(ヘッジ対象)

         同左

    (ヘッジ対象)

   　　　　　 同左

 (3）ヘッジ方針

金利の市場変動によるリスク

を回避するためにデリバティ

ブ取引を利用しており、投機

目的のものはありません。

(3）ヘッジ方針

　　　　 同左

 (3）ヘッジ方針

 同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時及びそ

の後も継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完

全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジ有

効性の判定は省略しておりま

す。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　 同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左 
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方

式によっており、資産に係る控

除対象外消費税等は長期前払

消費税等（投資その他の資産

の「その他」に含む）に計上

し、５年間で均等償却を行って

おります。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左

　 (2) 匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合への出資に際して

は、匿名組合財産の持分割合相

当額を「投資有価証券」に計

上しております。

　匿名組合から分配された損益

については、「売上高」に計上

するとともに同額を「投資有

価証券」に加減し、営業者から

の出資金の払戻しについては

「投資有価証券」を減額させ

ております。

　ただし、買取債権等の特定の

財産への投資に係る匿名組合

出資金のうち、当社または当社

及び関係会社が匿名組合を実

質的に支配している場合には、

匿名組合財産のうち当社の持

分割合に相当する部分を、出資

者である当社の資産及び負債

として中間貸借対照表に計上

し、中間損益計算書についても

同様に処理しております。

(2) 匿名組合出資金の会計処理

　　　　　同左

(2) 匿名組合出資金の会計処理

匿名組合への出資に際しては、

匿名組合財産の持分割合相当

額を「投資有価証券」に計上

しております。

　匿名組合から分配された損益

については、「売上高」に計上

するとともに同額を「投資有

価証券」に加減し、営業者から

の出資金の払戻しについては

「投資有価証券」を減額させ

ております。

　ただし、買取債権等の特定の

財産への投資に係る匿名組合

出資金のうち、当社または当社

及び関係会社が匿名組合を実

質的に支配している場合には、

匿名組合財産のうち当社の持

分割合に相当する部分を、出資

者である当社の資産及び負債

として貸借対照表に計上し、損

益計算書についても同様に処

理しております。
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表示方法の変更 

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

 ―― （中間貸借対照表）

　「短期貸付金」は、前中間会計期間末は、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計

期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「短期貸付金」の金額は3,505

百万円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

206百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

302百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

262百万円であります。

※２　貸借対照表計上額に含まれる信託受益

権は次のとおりであります。

建物 823百万円

土地     212

計    1,036百万円

※２　貸借対照表計上額に含まれる信託受益

権は次のとおりであります。

建物

土地

  842百万円

212 　   

その他   8

計     1,063百万円

※２　貸借対照表計上額に含まれる信託受益

権は次のとおりであります。

建物

土地

810百万円

212      

その他 9

計      1,032百万円

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

たな卸資産 8,063百万円

買取債権 3,258

建物 1,868

土地 2,139

計 15,329百万円

たな卸資産 30,587百万円

買取債権 21,635

建物 1,435

土地 1,066

その他　 8

計 54,733百万円

たな卸資産      8.531百万円

買取債権 14,395

建物     1,850

土地　 3,680

その他 9

計     28,466百万円

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

短期借入金 4,845百万円

長期借入金 7,865

計 12,711百万円

短期借入金 4,281百万円

長期借入金 39,190

計 43,472百万円

短期借入金 3,949百万円

長期借入金          19,575

計 23,524百万円

４　偶発債務

 ――

４　偶発債務

　債務保証

　次の当社が出資する子会社について、

金融機関等からの借入に対し債務保証

を行っております。

保証先 金額（百万円）

㈱リサ・パート

ナーズ那覇

7,100

４　偶発債務

 ――

　５　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。

　５　消費税等の取扱い

同左

　５　消費税等の取扱い

 ――

※６　　ローンパティシペーションで、平成７

年６月１日付日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第３号に基づいて、原

債務者に対する貸出金として会計処理

した参加元本金額のうち、中間貸借対

照表計上額は7,912百万円であります。

※６　　ローンパティシペーションで、平成７

年６月１日付日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第３号に基づいて、原

債務者に対する貸出金として会計処理

した参加元本金額のうち、中間貸借対

照表計上額は19,886百万円であります。

※６　　ローンパティシペーションで、平成７

年６月１日付日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第３号に基づいて、原

債務者に対する貸出金として会計処理

した参加元本金額のうち、貸借対照表

計上額は17,830百万円であります。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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

受取利息 

業務受託収入

   8百万円

9百万円

受取利息 

業務受託収入

34百万円 

26百万円 

受取利息

業務受託収入　

61百万円

52百万円

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

支払利息 582百万円

融資手数料    59百万円

支払利息 728百万円

融資手数料   117百万円

支払利息  1,212百万円

融資手数料 110百万円

※３　特別利益の内訳 ※３　特別利益の内訳  ※３　特別利益の内訳

関係会社株式売却益 230百万円

固定資産売却益 8百万円

関係会社株式売却益 1,148百万円

新株予約権戻入益 7百万円

固定資産売却益 6百万円

関係会社株式売却益 230百万円

固定資産売却益 142百万円

※４　　　　　　　　―― ※４　特別損失の内訳  ※４　特別損失の内訳

 投資有価証券評価損 37百万円

関係会社株式評価損 2百万円

関係会社株式評価損 89百万円

投資有価証券評価損 73百万円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産   63百万円

無形固定資産   13百万円

有形固定資産   83百万円

無形固定資産     18百万円

有形固定資産   126百万円

無形固定資産  31百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

　　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

自己株式     

普通株式 3.13 3.13 0.26 6

 （注）変動事由の概要

　自己株式の増加3.13株は株式分割（分割比率１：２）による増加、減少0.26株は端株の消却によるものであります。

当中間会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

　　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

自己株式     

普通株式 6 4,040 － 4,046

 （注）変動事由の概要

　自己株式の増加4,040株は、取締役会決議による買付による増加であります。

前事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

　　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
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）

自己株式     

普通株式 3.13 3.13 0.26 6

 （注）変動事由の概要

　自己株式の増加3.13株は株式分割（分割比率１：２）による増加、減少0.26株は端株の消却によるものであります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

該当事項はありません。

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

該当事項はありません。

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

該当事項はありません。

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 １年内 149百万円

 １年超 －　

合計 149　

 １年内 51百万円

 １年超 50　

合計 101　

 １年内 84百万円

 １年超 72　

合計 157　

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年６月30日現在）

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

当中間会計期間末（平成20年６月30日現在）

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

前事業年度末（平成19年12月31日現在）

　当事業年度において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 79,538円95銭

１株当たり中間

純利益金額
5,983円15銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
5,328円17銭

 　当社は平成19年４月１日付で株式１

株につき２株の株式分割を行っており

ます。

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなっております。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

64,561円61銭 70,570円87銭

１株当たり中間純利益

金額

１株当たり当期純利益

金額 

3,825円61銭 10,600円28銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 

3,145円05銭 8,989円07銭

１株当たり純資産額 101,379円12銭

１株当たり中間

純利益金額
11,017円06銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
10,626円10銭

１株当たり純資産額 94,540円03銭

１株当たり当期

純利益金額
21,761円64銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
19,627円68銭

 　当社は平成19年４月１日付で株式１

株につき  株の株式分割を行っており

ます。

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなっております。

１株当たり純資産額 70,570円87銭

１株当たり当期

純利益金額
10,600円28銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
8,989円07銭

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

は、以下のとおりであります。

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 1,629 3,190 6,002

普通株主に帰属しない金額（百万

円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,629 3,190 6,002

普通株式の期中平均株式数（株） 272,369 292,086 275,842

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
   

中間純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（株） 33,481 10,655 29,990

（うち新株予約権） (20,949)  (8,586) (21,564)

（うち新株予約権付社債） (12,532) (2,069) (8,426)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種

新株予約権の目的とな

る株式の総数 30,291.99

株

新株予約権3種

新株予約権の目的とな

る株式の総数 32,521.99

株

新株予約権１種

新株予約権の目的とな

る株式の総数 774株
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．西日本シティ銀行との業務提携及び長崎

　　銀行との業務・資本提携に関する件

　当社は、平成19年８月３日付で、株式会社西

日本シティ銀行（以下、「西日本シティ銀

行」）との間で、同行取引先に対するソ

リューション提供等における協力を主体とし

た戦略的な業務提携に関する覚書を締結致し

ました。

　また当社は、平成19年８月３日付で、西日本

シティ銀行との戦略的な業務提携の一環とし

て、同行の子会社である株式会社長崎銀行

（以下、「長崎銀行」）との間で業務提携に

関する覚書を締結するとともに長崎銀行が発

行する優先株式の引受を行いました。

　同行との資本提携の概要は次のとおりです。

  ①募集株式の種類 　　株式会社長崎銀行

　　　　　　　　　　　A種優先株式

  ②当社の払込金額の

　　総額     　　　　　4,000,000,000円

  ③払込期日           平成19年9月20日

  ④割当先及び株式数   当社     4百万株

　　　　　　　　　 　  西日本シティ銀行

                                1百万株

　なお、本優先株式は無議決権株式であり、当

社は長崎銀行の議決権は取得いたしません。

 

― １．新株予約権の取得および消却に関する件

(1）新株予約権を取得および消却する理由

当社は、当社従業員に対し、ストックオプ

ションとして新株予約権（以下「本新株予

約権」という）を平成19年11月29日に発行

いたしましたが、本新株予約権の発行時に定

めた「新株予約権の取得事由および取得条

件(注)」に基づき、本新株予約権の全部を取

得し、併せてそのすべてを消却することを平

成20年1月15日開催の取締役会において決議

し、平成20年1月31日にその取得及び償却を

実施しました。

（注）新株予約権割当日から新株予約権を

行使することができる期間の開始日の前日

までの間に、東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値が一度でも権利行

使価格の70％（1円未満の端数は切上げ）を

下回った場合において、当社取締役会が取得

する日を定めたときは、当該日が到来するこ

とをもって、当社は当該新株予約権を無償で

取得することができる。

(2）取得および消却する本新株予約権の概要

①本新株予約権の数 　 1,290個

　　　　　　　　　　（新株予約権１個当

　　　　　　　　　　　たり１株）

②本新株予約権の　　　平成19年11月29日

　割当日　　　　　　　　

③本新株予約権の払込　金銭の払込みを要

　金額                しないものとする

④本新株予約権の行使　平成21年11月15日

　期間　　　　　　　　から平成23年11月

　　　　　　　　　　　14日

⑤本新株予約権の行使　新株予約権１個当

　に際して出資される　たり274,000円

　財産の価額　　　　 （１株当たり

　　　　　　　　　　　274,000円）

 (3）取得および消却の内容 

①取得価額    　　　　無償

②取得および消却する　1,290個

　本新株予約権の数　（新株予約権１個

　　　　　　　　　　　当たり１株）

③取得日および消却日　平成20年1月31日 
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

――　 ――　 ２．国内無担保普通社債の発行に関する件

当社は、平成20年2月20日開催の取締役会

において、国内無担保普通社債の発行に関す

る包括決議を行いました。その概要は次のと

おりであります。

①発行総額　200億円以内　 

②発行時期　平成20年2月21日から

　　　　　　平成20年6月30日まで

③払込金額　各社債の金額100円につき100

　　　　　　円以上

④年限　　　5年以内

⑤利率　　　発行する社債と同年限のスワ

　　　　　　ップレート＋1.80％以下

⑥資金使途　投融資資金、匿名組合出資金

　　　　　　及びその他の出資金、借入金

　　　　　　返済資金、設備資金及び運転

　　　　　　資金、有価証券の取得資金、

　　　　　　短期社債を含むコマーシャル

　　　　　　ペーパー（CP)償還資金、社債

　　　　　　償還資金

なお、上記各項記載の範囲内において、具体

的な発行条件の決定その他本社債に関する

必要な事項の決定は、当社代表取締役に一任

することとします。　　　　

３．アイ・アール債権回収株式会社株式の売

却に関する件

当社は、平成20年2月20日開催の取締役会

において、当社の持分法適用会社であるアイ

・アール債権回収株式会社の当社保有分の

株式を、アコム株式会社に全株売却すること

を決議し、平成20年2月21日付で締結した株

式の譲渡契約に基づき、同日付で売却いたし

ました。その概要は次のとおりであります。
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

――　 ――　 ①株式売却の理由

　当該会社については当社が債権管理回収業

に参入すべくアコム株式会社と７年前に共

同で設立した会社ですが、足利銀行グループ

のやしお債権回収株式会社（現リサ企業再

生債権回収株式会社）の買収およびその後

の同社の順調な成長を踏まえ、当社グループ

といたしましては経営の効率化、アコム株式

会社につきましては100％子会社化すること

によるメリットを享受すること等を勘案し、

売却いたしました。

②売却相手先の名称

　  アコム株式会社

③売却の時期

　  平成20年2月21日

④当該持分法適用会社の名称、事業内容及

  び当社との取引内容

　  イ．名称        アイ・アール債権回

                    収株式会社

　  ロ．事業内容　　債権買取及び受託回

                    収等の総合サービサ

                    ー（法務大臣許可番

                    号 第51号／平成13年

                    ６月22日）

　  ハ．当社との取引内容　　

　　                デューデリジェンス

                    及び小口債権の管理

                    回収業務等

⑤売却する株式の数、売却価額、売却損益

  及び売却後の持分比率

　  イ．売却株式数　　　　　2,160株

　  ロ．売却価額　　　　　　1,257百万円

　  ハ．売却益　　　　　　　1,148百万円

　  ニ．売却後の持分比率　　　　0％
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

――　 ――　 ４．自己株式取得に関する件

   当社は、平成20 年3 月10 日開催の取締役

会において、会社法第165 条第3 項の規定に

より読み替えて適用される同法第156 条の

規定に基づき、自己株式を買い受けることを

決議いたしました。

①自己株式の取得を行う理由

　　株主還元水準の向上及び資本効率の改

  善を図るとともに、経営環境の変化に対 

  応した機動的な資本政策を遂行するた

  め、自己株式の取得を実施いたします。

②取得の内容

    イ．取得する株式の種類　　当社普通

                              株式

    ロ．取得する株式の総数　　１万株

                             （上限）

    ハ．株式の取得価額の総額　20 億円

                             （上限）

    ニ．取得する期間　　　　　

                   平成20年３月11日～

                   平成20年６月30日

③取得の方法　　市場による買付け

５．貸付債権取得に関する資金調達の件

  当社の子会社であるアール・ピー・

ディー・スリー株式会社（平成20年３月19

日設立）は、複数の金融機関からの貸付債権

取得に伴い、平成20年３月27日付の取締役会

において、下記のとおり資金調達することを

決議いたしました。

（1）借入極度枠　　100億円

（2）借入先　　　　株式会社三井住友銀行

（3）資金使途　　　貸付債権取得資金

（4）借入形態　　　証書貸付

（5）借入契約日　　平成20年3月28日

（6）借入実行期限　平成21年3月31日

（7）担保　　　　　①貸出人新橋支店に事

                     業管理口座を開設の

                     上、第一順位質権設

                     定

　　               ②本件貸付債権への第

                     一順位質権設定

（8）保証　　　　　株式会社リサ・パート

                   ナーズによる連帯保証

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

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

(1）自己株券買付状況報告書

報告期間（自平成19年12月１日　至平成19年12月31日）平成20年１月９日関東財務局長に提出

報告期間（自平成20年１月１日　至平成20年１月31日）平成20年２月４日関東財務局長に提出

報告期間（自平成20年２月１日　至平成20年２月29日）平成20年３月６日関東財務局長に提出

報告期間（自平成20年３月１日　至平成20年３月31日）平成20年４月１日関東財務局長に提出

報告期間（自平成20年４月１日　至平成20年４月30日）平成20年５月９日関東財務局長に提出

報告期間（自平成20年５月１日　至平成20年５月31日）平成20年６月13日関東財務局長に提出

報告期間（自平成20年６月１日　至平成20年６月30日）平成20年７月15日関東財務局長に提出

(2）臨時報告書

平成20年２月１日関東財務局長に提出

「金融商品取引法第24条の５第４項」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号」（主要株主

の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

(3）有価証券報告書の訂正報告書

平成20年２月４日関東財務局長に提出

事業年度（第９期）（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。

(4）半期報告書の訂正報告書

平成20年２月４日関東財務局長に提出

(第10期中）（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）の半期報告書に係る訂正報告書であります。

(5）発行登録書（普通社債）及びその添付書類

平成20年２月５日関東財務局長に提出

(6）臨時報告書

平成20年２月20日関東財務局長に提出

「金融商品取引法第24条の５第４項」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号」（財政状態

及び経営成績に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

(7）訂正発行登録書

平成20年２月20日関東財務局長に提出

(8）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第10期）（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）平成20年3月28日関東財務局長に提出

(9）訂正発行登録書

平成20年３月31日関東財務局長に提出

(10）臨時報告書

平成20年４月11日関東財務局長に提出

「金融商品取引法第24条の５第４項」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２」の規定

に基づく臨時報告書であります。

(11）訂正発行登録書

平成20年４月11日関東財務局長に提出

(12）訂正臨時報告書

平成20年４月28日関東財務局長に提出

（10）の臨時報告書に係る訂正報告書であります。

(13）訂正発行登録書

平成20年４月28日関東財務局長に提出

(14）有価証券報告書の訂正報告書

平成20年６月20日関東財務局長に提出

（8）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

(15）訂正発行登録書

平成20年６月20日関東財務局長に提出

(16）有価証券報告書の訂正報告書

平成20年８月７日関東財務局長に提出

事業年度（第９期）（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。
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(17）訂正発行登録書

平成20年８月７日関東財務局長に提出

(18）有価証券報告書の訂正報告書

平成20年８月７日関東財務局長に提出

（8）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

(19）訂正発行登録書

平成20年８月７日関東財務局長に提出
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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。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年９月20日

株式会社リサ・パートナーズ  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 新田　　誠

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　恭治

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

リサ・パートナーズの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年１月

１日から平成19年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

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

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

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

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ

て追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

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

に準拠して、株式会社リサ・パートナーズ及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に「西日本シティ銀行との業務提携及び長崎銀行との業務・資本提携に関する件」に関する記載があ

る。

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

以　 上 

　（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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年９月22日

株式会社リサ・パートナーズ  

 取締役会　御中    

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 濵尾　　宏

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　恭治

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鳥羽　正浩

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社リサ・パートナーズの平成20年１月１日から平成20年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成20年１月１日から平成20年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

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

とにある。

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

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

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ

て追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

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

に準拠して、株式会社リサ・パートナーズ及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。

　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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年９月20日

株式会社リサ・パートナーズ  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 新田　　誠

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　恭治

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

リサ・パートナーズの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第10期事業年度の中間会計期間（平成19年１月１

日から平成19年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

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

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的

な基礎を得たと判断している。

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

て、株式会社リサ・パートナーズの平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19

年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に「西日本シティ銀行との業務提携及び長崎銀行との業務・資本提携に関する件」に関する記載があ

る。

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

以　 上 

　（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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年９月22日

株式会社リサ・パートナーズ  

 取締役会　御中    

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 濵尾　　宏

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　恭治

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鳥羽　正浩

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社リサ・パートナーズの平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第11期事業年度の中間会計期間（平成

20年１月１日から平成20年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株

主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

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

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的

な基礎を得たと判断している。

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

て、株式会社リサ・パートナーズの平成20年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成20

年１月１日から平成20年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

EDINET提出書類

株式会社リサ・パートナーズ(E05390)

半期報告書

83/83


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

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

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の状況
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	（１）中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	（２）その他

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

	（２）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

