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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22期 第23期 第24期 第25期 第26期
決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高（百万円） 12,778 20,444 30,726 19,876 11,931

経常利益又は経常損失(△）

(百万円）
255 4,604 4,332 △13,497 △10,822

当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
△8,406 6,557 4,777 △5,485 △5,804

純資産額（百万円） 13,914 37,774 97,699 75,433 62,086

総資産額（百万円） 62,448 77,240 138,556 117,971 107,758

１株当たり純資産額（円） 48,148.0687,554.2597,413.8073,043.57 563.00

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）

△29,088.3217,287.7811,128.89△12,795.24△135.55

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ 17,268.7911,116.17 － －

自己資本比率（％） 22.3 48.9 30.2 26.5 22.3

自己資本利益率（％） － 25.4 12.0 － －

株価収益率（倍） － 43.2 28.0 － －

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
6,149 10,678 △2,843 △2,122 1,107

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
558 3,162 1,401 336 △40

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△9,955 △11,893 306 4,006 3,113

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
4,463 7,154 6,020 8,118 12,288

従業員数（名） 153
189

(20)

193

(24)

206

(21)
207

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．平成21年３月期（第26期）より、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法

律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。）による振替制度への

移行（株券電子化）に伴い、「決済合理化法」の施行日の前日（平成21年１月４日）をもって普通株式を１

株につき100株の割合で株式分割しております。

３．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20年３月期（第25期）及び平成21年３月期（第26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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である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。
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６．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。

７．平成17年３月期（第22期）、平成20年３月期（第25期）及び平成21年３月期（第26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17年３月期（第22期）、平成20年３月期（第25期）及び平成21年３月期（第26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17年３月

期（第22期）及び平成21年３月期（第26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。
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（2）提出会社の経営指標等

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期
決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高（百万円） 12,116 20,074 18,995 13,493 9,058

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
32 4,800 4,233 △5,321 △5,895

当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
△8,491 6,689 4,622 △5,596 △5,879

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

発行済株式総数（株） 289,000 429,675 429,675 429,67542,967,500

純資産額（百万円） 13,501 37,494 41,397 30,945 23,722

総資産額（百万円） 61,868 75,958 79,987 72,036 68,053

１株当たり純資産額（円） 46,717.5786,900.5896,392.7172,011.74 551.19

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配当額）

（円）

－

(－)

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）

△29,382.8617,646.7110,767.83△13,055.05△137.29

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ 17,627.3410,755.52 － －

自己資本比率（％） 21.8 49.4 51.7 42.8 34.6

自己資本利益率（％） － 26.2 11.7 － －

株価収益率（倍） － 42.3 29.0 － －

配当性向（％） － 11.3 18.6 － －

従業員数（名） 142 178
177

(19)
187 185

　（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21年３月期（第26期）より、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法

律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。）による振替制度への

移行（株券電子化）に伴い、「決済合理化法」の施行日の前日（平成21年１月４日）をもって普通株式を１

株につき100株の割合で株式分割しております。

４．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。

５．平成20年３月期（第25期）及び平成21年３月期（第26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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

６．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。
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７．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。

８．平成17年３月期（第22期）、平成20年３月期（第25期）及び平成21年３月期（第26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。

９．平成17年３月期（第22期）、平成20年３月期（第25期）及び平成21年３月期（第26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。

10．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17年３月

期（第22期）、平成18年３月期（第23期）、平成20年３月期（第25期）及び平成21年３月期（第26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。

11．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。
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２【沿革】
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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Daiwa

      SMBC Capital Asia Limited）を香港に設立

      （現連結子会社）

名古屋支店（現中部支社）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

ＤＳキャピタル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

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（大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社）

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（平成19年４月　当社が吸収合併）

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

　平成20年 ３月　金融商品取引業者（第二種金融商品取引業及び投資運用業）として登録

10月　大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社に商号を変更

      北京駐在員事務所開設 

11月  DS Capital International(Cayman)Ltd.を設立（現連結子会社）

 平成21年 ２月　ホーチミン駐在員事務所開設
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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（27組合を含む）及び関連会社１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、

事業承継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。

　

（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）

Daiwa SMBC Capital 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

ＤＳキャピタル事務サービス株式会社（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）

 

───────────────

[*] 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。
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　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。

 

（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（27組合を含む）及び関連会社１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。
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４【関係会社の状況】
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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）３

東京都千

代田区
178,324

子会社・関

連会社の支

配、管理

－ 46.4 －

（連結子会社）                

ＤＳキャピタル事務サービ

ス株式会社

東京都千

代田区
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

役員の兼任あり

ＮＩＦコーポレート・マネ

ジメント株式会社
同上 10 同上 100.0 －

投資対象企業の発掘

及びファンドの運営

管理の協業

役員の兼任あり

ＮＩＦコーポレート・イン

ベストメンツ株式会社
同上 10 同上

100.0

 （100.0）
－

ファンドの運営管理

の協業

役員の兼任あり

ＮＳキャピタル株式会社 同上 10 同上 100.0 －

投資対象企業の発掘

及びファンドの運営

管理の協業

役員の兼任あり

Daiwa SMBC Capital 

Asia Limited
香港

米ドル

200,000
同上 100.0 －

投資先企業の管理

役員の兼任あり

DS Capital International

(Cayman) Ltd.

イギリス

領ケイマ

ン諸島

    米ドル

50,000
 同上 100.0 －

ファンドの運営管理

の協業 

投資事業組合「ＮＩＦアジ

ア50－Ａ」

東京都千

代田区 
1,049同上 － －

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

投資事業組合「ＮＩＦアジ

ア50－Ｂ」
同上 1,049同上 － － 同上

投資事業組合「日台新企業

投資」
同上 1,702同上 － － 同上

投資事業組合「ＮＩＦベン

チャー21－Ａ」
同上 1,122同上 － － 同上

投資事業組合「ＮＩＦベン

チャー21－Ｂ」
同上 1,122同上 － － 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 5,046同上 － － 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 5,263同上 － －  同上 

投資事業組合「ＮＩＦ21－

ＯＮＥ（１号）」 

（注）２

同上 6,085同上 － － 同上

投資事業組合「ＮＩＦ21－

ＯＮＥ（２号－Ａ）」 

（注）２

同上 3,806同上 － － 同上
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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「ＮＩＦ21－

ＯＮＥ（２号－Ｂ）」 

（注）２

東京都千

代田区
3,806投資事業 － －

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

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 4,762同上 － － 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 7,597同上 － － 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

同上 1,738同上 － －

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

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

同上 2,202同上 － － 同上

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 10,632同上 － －

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

ＮＩＦベンチャーキャピタ

ルファンド2005ＴＯＫＹＯ

投資事業有限責任組合

（注）２

同上 2,772同上 － －

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

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 3,146同上 － －

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

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 6,105同上 － － 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 719 同上 － － 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 190 同上 － －

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

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 571 同上 － － 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 381 同上 － － 同上

ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｖ2006Ｓ

１投資事業有限責任組合

（注）２

同上 19,946同上 － －

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

ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｖ2006Ｓ

２投資事業有限責任組合

（注）２

同上 6,188同上 － － 同上
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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

（％）

ＮＩＦ－ＪＩＰ投資事業組

合

（注）２

東京都千

代田区
9,669投資事業 － －

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

ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｂ2007投

資事業有限責任組合

（注）２

同上 2,666同上 － － 同上

DS Capital Bridge Fund,

L.P.

イギリス

領ケイマ

ン諸島

－  同上 － －

当社グループが発掘

する国外の有望な未

上場企業等への投資

（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）３

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 

－
40.2

（40.2）
－

株式会社三井住友銀行

（注）３

東京都千

代田区
664,986銀行業 － 40.2

事業資金の借入

役員の兼任あり

 （持分法適用関連会社）

かなえキャピタル株式会社 

 

東京都中

央区
       21  投資事業     31.0 －

投資対象企業の発掘

の協業
 
役員の兼任あり 

　（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。

２．特定子会社に該当します。

３．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。

４．投資事業組合「ＮＩＦニューテクノロジーファンド’99－Ａ」、投資事業組合「ＮＩＦニューテクノロジー

ファンド’99－Ｂ」は、当該事業目的が完了したため、平成20年5月29日付で解散いたしました。

５．投資事業組合「ＮＩＦニューテクノロジーファンド’98」は、当該事業目的が完了したため、平成20年11月

11日付で解散いたしました。

６．「ＮＩＦ－ＰＡＭＡ企業支援ファンドＡ号投資事業有限責任組合」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　　　　1,896百万円

 　　　　　　　　　　　　 （２）経常利益　　　　574百万円

　　　　　　　　　　　　　（３）当期純利益　　　574百万円 

　　　　　　　　　　　　　（４）純資産額　　　5,474百万円

　　　　　　　　　　　　　（５）総資産額  　　5,474百万円
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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。

 平成21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 160   

その他 47  

合計 207   

  （注）１．従業員数は就業人員であります。なお、臨時従業員については、臨時従業員の年間平均雇用人員が平成21年３

月31日現在の従業員の総数の100分の10を超えておりませんので記載しておりません。

２．その他として、記載されている従業員数は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

 平成21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）

185     　 40歳　1ヶ月 　  6年　8ヶ月   8,767,132

　（注）１．従業員数は就業人員であり、執行役員９名及び受入出向者11名を含んでおります。また、臨時従業員について

は、臨時従業員の年間平均雇用人員が平成21年３月31日現在の従業員の総数の100分の10を超えておりませ

んので記載しておりません。

        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80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。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱、

資源エネルギー価格や為替の急激な変動等により、企業業績が急速に悪化し、株価の下落や雇用情勢の悪化が顕著

となるなど、景気後退が深刻化しました。

また、国内の新規上場企業数は、34社（前連結会計年度99社）にまで大幅に減少し、当社を取り巻く環境は急激に

厳しさを増しております。

その結果、当連結会計年度の売上高は11,931百万円（前連結会計年度19,876百万円）、経常損失は10,822百万円

（前連結会計年度13,497百万円）となり、当期純損失は5,804百万円（前連結会計年度5,485百万円）となりまし

た。　

 

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及び当社グループが運営する投資事業組合等の総投資実行額は63社の11,543百万

円（前連結会計年度138社の15,420百万円）となりました。

ＶＣ投資においては、60社の8,842百万円（前連結会計年度137社の15,368百万円）となりました。地域別では、国

内投資が52社の7,543百万円（前連結会計年度122社の10,442百万円）、海外投資が８社の1,298百万円（前連結会

計年度15社の4,925百万円） となりました。

バイアウト投資等においては、３社の2,701百万円となりました（前連結会計年度１社の52百万円）。

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。 

 

（新規上場の状況）

当連結会計年度における当社及び当社グループが運営する投資事業組合等の投資先新規上場企業数は、国内で５

社、海外で１社となりました（前連結会計年度国内18社、海外３社）。 

新規上場の状況の詳細については、「２．営業の状況（３）新規上場の状況」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、新たに「DS Capital Bridge Fund,L.P.」をコミットメント総額11百万米ドルで設立

いたしました。

当連結会計年度の投資事業組合管理収入は、管理報酬が1,669百万円（前連結会計年度1,954百万円）、成功報酬

が59百万円（前連結会計年度362百万円）であり、合計で1,729百万円（前連結会計年度2,317百万円）となりまし

た。

ファンド設立の状況の詳細については、「２．営業の状況（４）ファンドの状況」に記載のとおりであります。

 

（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1,107百万円のキャッシュインフロー（前連結会計年度2,122百万円の

キャッシュアウトフロー）となりました。これは主に営業投資有価証券の売却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40百万円のキャッシュアウトフロー（前連結会計年度336百万円のキャッ

シュインフロー）となりました。これは主に固定資産の取得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3,113百万円のキャッシュインフロー（前連結会計年度4,006百万円の

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4,169百万円増加し、

12,288百万円となりました。  
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２【営業の状況】

（1）売上高の内訳

事業部門の名称 売上高の内訳

前連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

当連結会計年度
自　平成20年４月１日
至　平成21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 17,493 88.0 10,167 85.2

  営業投資有価証券売却額 17,184 86.4 9,908 83.0

  営業投資有価証券利息配当金 309 1.6 258 2.2

投資事業部門 投資事業組合管理収入（注）２ 2,317 11.7 1,729 14.5

  管理報酬等 1,954 9.9 1,669 14.0

  成功報酬 362 1.8 59 0.5

 その他の売上高（注）３ 38 0.2 13 0.1

 合計 19,850 99.9 11,910 99.8

 営業貸付金利息 25 0.1 20 0.2

その他 その他の売上高（注）３ 0 0.0 0 0.0

 合計 26 0.1 20 0.2

売上高合計 19,876 100.0 11,931 100.0

　（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．投資事業組合管理収入

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。
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（2）投資の状況

　総投資実行額

 

前連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

当連結会計年度
自　平成20年４月１日
至　平成21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 134 14,720 59 8,642

社債等 3 648 2 200

小計 137 15,368 60 8,842

バイアウト
投資等

エクイティ 1 52 3 2,701

小計 1 52 3 2,701

合　　計 138 15,420 63 11,543

（参考情報）

ＶＣファンド等への出資 14 1,799 13 629

総投資実行額＋

ＶＣファンド等への出資
152 17,219 76 12,173

（注）１．「総投資実行額」は、当社及び当社グループが運営する投資事業組合等の投資実行額の合計であります。

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。
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　　ＶＣ投資の業種別実行額

 

前連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

当連結会計年度
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

社数
金額
(百万円)

社数
金額
(百万円)

ＩＴ関連 49 3,992 24 1,568

ライフサイエンス関連 18 1,321 10 4,133

金融 4 188 3 560

サービス 19 1,907 7 1,158

流通・外食 12 1,496 1 18

コンテンツ・メディア 16 3,180 9 512

その他 19 3,282 6 889

合　　　計 137 15,368 60 8,842

 

 　ＶＣ投資の地域別実行額
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前連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

当連結会計年度
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

社数
金額
(百万円)

社数
金額
(百万円)

日本 122 10,442 52 7,543

米国 1 137 － －

アジア 10 4,329 5 1,086

欧州その他 4 458 3 212

合　　　計 137 15,368 60 8,842

　総投資残高

 

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21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 1,038 98,615 830 89,548

 上場 17 2,269 14 1,123

 未上場 1,021 96,346 816 88,424

社債等 32 3,320 19 2,874

小計 1,054 101,936 841 92,422

バイアウト

投資等

エクイティ 14 23,239 12 22,037

 上場 1 2,041 1 448

 未上場 13 21,197 11 21,588

小計 14 23,239 12 22,037

合　　計 1,068 125,176 853 114,459

　（参考情報）

ＶＣファンド等への出資残高 62 8,599 58 8,449

総投資残高＋

ＶＣファンド等への出資残高
1,130 133,776 911 122,909

（注）１．「総投資残高」は、当社及び当社グループが運営する投資事業組合等の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。
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　　ＶＣ投資（エクイティ：未上場）の業種別残高

 

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

社数
金額
(百万円)

社数
金額
(百万円)

ＩＴ関連 313 31,260 249 26,835

ライフサイエンス関連 134 17,928 124 19,602

金融 34 5,663 34 6,050

サービス 117 9,833 94 10,047

流通・外食 132 8,925 95 6,703

コンテンツ・メディア 80 7,932 64 7,406

その他 211 14,802 156 11,778

合　　　計 1,021 96,346 816 88,424

 （注）「金額」は取得原価で表示しております。　 

　　ＶＣ投資（エクイティ：未上場）の地域別残高

 

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

社数
金額
(百万円)

社数
金額
(百万円)

日本 949 81,405 756 73,483

米国 10 1,263 7 1,056

アジア 37 8,694 37 9,482

欧州その他 25 4,982 16 4,401

合　　　計 1,021 96,346 816 88,424

　（注）「金額」は取得原価で表示しております。
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（3）新規上場の状況

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）
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 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 本社所在地

国内18社

 ㈱エイチアイ 平成19年４月12日 ジャスダック

コンピュータソフトウェアの企

画・開発・販売・サポートおよ

び３Ｄコンテンツの企画・制作

東京都

 ㈱ケアネット 平成19年４月20日  東証マザーズ

製薬企業向け医薬営業支援サービ

ス及び医師向け医療コンテンツ等

の提供

 東京都

 ㈱データ・アプリケーション 平成19年４月25日 ジャスダック

データ交換向けのソフトウェア

製品の開発、販売並びにソフト

ウェア製品の導入や運用を支援

するサービスの提供

東京都

 日本テクノ・ラボ㈱ 平成19年５月22日 アンビシャス

各種事業におけるソフトウェア

の開発、販売及びシステムインテ

グレーション等

東京都

 幼児活動研究会㈱ 平成19年５月28日  ヘラクレス

幼児・小学生への体育指導及び

幼稚園・保育園への経営コンサ

ルティング等

東京都

 ㈱タケエイ 平成19年５月30日 東証マザーズ
建設廃棄物等の再資源化を中心

とした環境ソリューション事業
神奈川県

 ㈱トラストワークス 平成19年６月６日 ジャスダック

主に製造業に対する請負・派遣

業務を中心とした人材サービス

関連事業

神奈川県

 ㈱タカギセイコー 平成19年６月８日 ジャスダック 
プラスチック製品及びその製作

に使用する金型の製造、販売等
富山県

 インフォテリア㈱ 平成19年６月22日 東証マザーズ

「ＸＭＬ」をベースとし、データ

連携を実現するミドルウェアで

ある「ＡＳＴＥＲＩＡ」等の開

発、販売、保守等

東京都

 ㈱エヌ・ピー・シー 平成19年６月29日  東証マザーズ
太陽電池製造装置及び真空包装

機の開発・製造・販売
東京都

 
㈱バンテック・グループ・

ホールディングス
平成19年９月18日 東証１部

自動車部品物流及び貨物の海外

輸出入手配等
神奈川県

 リアルコム㈱ 平成19年９月19日 東証マザーズ

エンタープライズコンテンツマ

ネージメント構築のためのソフ

トウェアの開発・販売、システム

インテグレーション、コンサル

ティングの提供等

東京都

 ㈱エー・ディー・ワークス 平成19年10月19日ジャスダック

不動産流動化事業（不動産売買

業）、不動産マネジメント事業、

不動産鑑定・コンサルティング

事業、不動産投資ファンド・サ

ポート事業

東京都

 
㈱ジャパン・ティッシュ・エ

ンジニアリング
平成19年12月21日 ＮＥＯ

自家培養表皮、自家培養軟骨及び

自家培養角膜上皮を中心とした

再生医療製品事業及び研究開発

支援事業

愛知県

 ナノキャリア㈱ 平成20年３月５日 東証マザーズ
ナノテクノロジーによる抗がん

剤等、医薬品の研究・開発
千葉県

 ネットイヤーグループ㈱ 平成20年３月６日 東証マザーズ

インターネット技術を活用した

マーケティング業務の支援事業

等

東京都

 ビリングシステム㈱ 平成20年３月19日 東証マザーズ
ＡＳＰ形式による決済サービス

の提供及びコンサルティング
東京都

 カルナバイオサイエンス㈱ 平成20年３月25日 ＮＥＯ

キナーゼ阻害薬の創薬基盤技術

を用いた、製品・サービスの販売

（創薬支援）及び医薬品の研究

・開発（創薬）

兵庫県

 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 本社所在地

海外３社
 Orexigen Therapeutics, Inc.平成19年４月26日 ナスダック

既存医薬品のコンビネーション

による抗肥満薬の開発
米国

 
Sucampo Pharmaceuticals,

Inc.
平成19年８月２日 ナスダック

プロストン化合物群を用いた創

薬
米国

 Solteam Electronics Co.,Ltd平成19年11月９日 台湾店頭 電源スイッチの生産・販売 台湾

  (注) 上記のほか、株式交換・合併により以下の投資先６社（国内５社、海外１社）が上場会社に買収されました。

アロシステム㈱、㈱オリンピア、 ㈱ネット・タイム、スーパーソフトウェア㈱、　　　　　　　　　　　　　　キャピタルアドバ

イザーズ㈱、 Oxxon Therapeutics Holding Inc. 

 

 

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）
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 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務
本社　　

所在地

国内５社

 ㈱アールテック・ウエノ 平成20年４月９日 ヘラクレス

眼科及び皮膚科等の局所疾患を中心と

する医薬品の研究開発、製造、販売プロ

モーション及び医薬品の研究開発支援

サービス

東京都

 ㈱イデアインターナショナル 平成20年７月28日ヘラクレス

ライフスタイル商品（家電・化粧品・

時計・文具・雑貨等）の企画開発・販

売

東京都

 ㈱成学社 平成20年８月22日ジャスダック 学習塾の経営等 大阪府

 ㈱リニカル 平成20年10月27日東証マザーズ 医薬品開発受託事業 大阪府

 ㈱シイエム・シイ 平成20年12月４日ジャスダック
マーケティング事業及び

システム開発事業
愛知県

海外１社
 Giga Solution Tech. Co., Ltd.平成20年10月23日台湾

RFIC（高周波集積回路）のテスティン

グ業務
台湾

（4）ファンドの状況

 

　①　ファンドの推移状況

 

前連結会計年度
平成20年３月31日現在

当連結会計年度
平成21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）
66260,026124,072103,97861261,047110,694106,129

清算完了 27 93,099 － 114,16033107,599－ 125,306

合計 93353,126124,072218,13994368,647110,694231,436

　（注）１．各連結会計年度の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いて集計しております。

２．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　　   △760百万円

当連結会計年度       △995百万円

②　ファンド設立の状況

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　（a）新規に設立したファンド

名　　　称
コミットメント総額

(百万円)

 ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｂ２００７投資事業有限責任組合 11,500

　（b）コミットメント総額が増加したファンド

　　　 該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　（a）新規に設立したファンド

名　　　称
コミットメント総額
（百万米ドル）

DS Capital Bridge Fund,L.P. 11

 

　（b）コミットメント総額が増加したファンド

　　　 該当事項はありません。

EDINET提出書類

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社(E05270)

有価証券報告書

 23/190



３【対処すべき課題】

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になっております。

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

会社法や金融商品取引法の施行に見られるように、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。
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（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、原則として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。
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（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管理収入があり

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

当社の親会社である株式会社大和証券グループ本社は、平成21年4月30日から当社株券等に対する公開買付け

（以下「本公開買付け」といいます。）を開始し、当社は、本公開買付けに対し賛同意見を表明していたところです

が、本公開買付けは、平成21年６月18日をもって終了しました。今後、当社は、当社の株主を株式会社大和証券グルー

プ本社及び主要株主である株式会社三井住友銀行のみとする手続き（詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸

表等　（１）連結財務諸表　重要な後発事象　４.本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関す

る事項）」をご参照ください。）を実施することを予定しております。当該手続きを実施した場合には、当社の株式

は、ジャスダック証券取引所の上場廃止基準に該当するため上場廃止となり、その場合は当社の株式をジャスダッ

ク証券取引所において取引をすることはできなくなります。
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（12）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（金融商品取引法等）の変更等に

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。

（13）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、当社グループの自己資金による投資に関しても、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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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

当社は株式会社大和証券グループ本社の連結子会社であり、また株式会社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】

　　　　平成21年４月28日に当社の親会社である株式会社大和証券グループ本社が、当社の株券等に対して公開買付けを行

う旨決定し、当社は、同日開催した取締役会において、当該公開買付けに賛同の意を表明することを決議し、公表い

たしました。

　　　　なお、本公開買付けに関する詳細は、「第５　経理の状況　１ 連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　重要な後発事

象」に記載のとおりであります。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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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、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、会計上の見積りを行っております。

なお、特に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

当社及び当社グループが運営するファンド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、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、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

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ＥＸＩ

Ｔ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

業組合管理収入（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）

当連結会計年度における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

券売却益は4,460百万円（前連結会計年度6,342百万円）となりました。また投資会社の直近の業績等を考慮し

て、投資損失引当金繰入額9,027百万円（前連結会計年度15,931百万円）及び営業投資有価証券評価損3,387百万

円（前連結会計年度1,118百万円）を計上したことにより、営業投資関連損失は7,695百万円（前連結会計年度

10,397百万円）となりました。 

営業投資関連損益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
前連結会計年度

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

当連結会計年度
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

 　金額（百万円） 　金額（百万円）

営業投資有価証券売上高 17,493 10,167

　営業投資有価証券売却額① 17,184 9,908

　営業投資有価証券利息配当金 309 258

営業投資有価証券売上原価 11,960 8,835

　営業投資有価証券売却原価② 10,841 5,447

　営業投資有価証券評価損 1,118 3,387

投資損失引当金繰入額 15,931 9,027

営業投資関連損益 △10,397 △7,695
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営業投資有価証券売却益（①－②） 6,342 4,460

（ファンドの運営管理業務）

当連結会計年度において、新たに「DS Capital Bridge Fund,L.P.」をコミットメント総額11百万米ドルで設

立いたしました。

 当連結会計年度の投資事業組合管理収入は、管理報酬が1,669百万円（前連結会計年度1,954百万円）、成功

報酬が59百万円（前連結会計年度362百万円）であり、合計で1,729百万円（前連結会計年度2,317百万円）とな

りました。

 

上記より、当連結会計年度の売上総損失は、6,496百万円（前連結会計年度8,499百万円）となりました。

 

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、4,424百万円（前連結会計年度5,232百万円）となりました。これ

は、主に支払手数料、広告宣伝費等コスト削減に努めたことによるものであります。

③　営業外損益及び特別損益の分析

営業外収益は、240百万円（前連結会計年度315百万円）となり、営業外費用は、140百万円（前連結会計年度80

百万円）となりました。これは、主に為替差益の減少及び支払利息の増加によるものであります。

特別利益は、30百万円（前連結会計年度170百万円）となり、特別損失は、141百万円（前連結会計年度163百万

円）となりました。これは、主に投資有価証券売却益の減少及び投資有価証券売却損の増加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

①　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1,107百万円のキャッシュインフロー（前連結会計年度2,122百万円の

キャッシュアウトフロー）となりました。これは主に営業投資有価証券の売却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40百万円のキャッシュアウトフロー（前連結会計年度336百万円の

キャッシュインフロー）となりました。これは主に固定資産の取得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

財務活動によるキャッシュ・フローは3,113百万円のキャッシュインフロー（前連結会計年度4,006百万円の

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4,169百万円増加し、

12,288百万円となりました。 

②　資金調達の状況

当連結会計年度の短期・長期の借入金合計は、前連結会計年度末比3,355百万円増加の42,950百万円となりま

した。なお、当連結会計年度末の長期借入金残高は、前連結会計年度末比4,303百万円減少の21,267百万円となり

ました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　該当事項はありません。

２【主要な設備の状況】
（1）提出会社

 平成21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㎡)

貸与資産 その他 合計

本社

（東京都千代田区）

事務所設備 136 － － 66 202

165
賃貸用資産 － － 0 － 0

福利厚生施設 142
991

(837.24)
－ 1 1,134

中部支社

（名古屋市中区）
事務所設備 1 － － 0 2 3

関西支社

（大阪市北区）
事務所設備 6 － － 1 7 14

九州支社

（福岡市中央区）
事務所設備 － － － 0 0 3

　（注）１．臨時従業員の年間平均雇用人員は、平成21年３月31日現在の従業員の総数の100分の10を超えておりませんの

で、記載しておりません。

 　　　 ２. 大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社九州支社は組織改正に伴い、平成21年４月１日付で廃止いたしました。

 

　　　　３．主要な賃借設備の内容は、次のとおりであります。

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 3,365.10 357

中部支社

（名古屋市中区）
事務所設備 52.69 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。
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（3）在外子会社
 平成21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

Daiwa SMBC Capital 

Asia Limited

本社

（中国・香港）
事務所設備 － － 4 4 2

北京事務所

（中国・北京）
事務所設備 － － 6 6 3

上海事務所

（中国・上海）
事務所設備 － － 0 0 3

 （注）１. 北京駐在員事務所は平成20年10月１日付で開設いたしました。

 

　     ２. 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。

 
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）

Daiwa SMBC Capital 

Asia Limited

本社

（中国・香港）
事務所設備 1 3 6 6

北京事務所

（中国・北京）
事務所設備 1 2 6 7

上海事務所

（中国・上海）
事務所設備 1 2 4 4

ホーチミン事務所

（ベトナム・ホーチミン）
事務所設備 1 1 3 3

　　　（注）ホーチミン駐在員事務所は平成21年２月19日付で開設いたしました。   

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。
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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 105,600,000（注）

計 105,600,000

（注）平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発

行可能株式総数は104,544,000株増加し、105,600,000株となっております。

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成21年６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 42,967,500 同左 ジャスダック証券取引所
 単元株式数

 100株

計 42,967,500 同左 － －

（注）平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株とする株式分割を行っており、前事業年度末と比べ、発行

済株式総数が42,537,825株増加しております。
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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16年６月24日定時株主総会決議

　　「第２回新株予約権」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成21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） 33,700（注）２,４ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,018（注）３,４ 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    2,018（注）３,４

資本組入額　1,009

同左

新株予約権の行使の条件 (1)各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。

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．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権56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。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割または併合の比率

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。

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、１株当たりの払込金額（以下「行使価

額」という。）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。

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

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行（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。

    
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

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。

        ４．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分

割しております。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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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」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個）  246  55

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）  24,600（注）１,２  5,500（注）１,２

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。

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  ―  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ―  ―

　（注）１.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。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割または併合の比率

　　　　　 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。

　　　　２．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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」が調整されております。
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　　「第３回新株予約権」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個）  346（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）  34,600（注）２,４ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 4,263（注）３,４ 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　  4,263（注）３,４

資本組入額　2,132

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。

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  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ─  ─

　（注）１．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権79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。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割または併合の比率

　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。

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。

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

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

    
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

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。

　　　　４．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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。

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」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個）  47  18

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）  4,700（注）１,２  1,800（注）１,２

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  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ─  ─

　（注）１.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。）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。

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

　　　　　 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。

　　　 ２．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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」が調整されております。　　
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　　「2006年８月発行新株予約権Ⅲ」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個）  343（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 61 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 34,300（注）２,４ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 4,303（注）３,４ 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    4,303（注）３,４

資本組入額　2,152

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  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ─  ─

　（注）１．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権61個が含まれております。

　　　　２．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。

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

　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。

３．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。

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

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。

    
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

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。

　　　　４．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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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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」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個）  31  6

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）  3,100（注）１,２  600（注）１,２ 

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  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ─  ─

　（注）１.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。

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

　　　　　 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。

　 　　２．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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」が調整されております。
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③　平成19年６月26日定時株主総会決議

　　「2007年９月発行新株予約権Ａ」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個）  120  75

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）  12,000（注）１,２  7,500（注）１,２ 

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19年９月14日

至　平成39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　　　　　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  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ─  ─

　（注）１.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。

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

　　　　　 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。

　　　 ２．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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」が調整されております。
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　　「2007年９月発行新株予約権Ｂ」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 359（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 32 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 35,900（注）２,４ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,713（注）３,４ 同左

新株予約権の行使期間 自　平成24年７月１日

至　平成29年６月25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    1,713（注）３,４

資本組入額　  857

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  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ─  ─

　（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。

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

　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。

３．割当日後、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。

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

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。

    
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

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。

　　　  ４．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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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④　平成18年６月27日定時株主総会決議及び平成19年８月28日取締役会決議

　　「2007年９月発行新株予約権Ⅰ」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個）  67  56

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）  6,700（注）１,２  5,600（注）１,２

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19年９月14日

至　平成39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　　　　　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  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ─  ─

　（注）１.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。

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

　　　　　 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。

　　　 ２．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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」が調整されております。
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⑤　平成20年６月24日定時株主総会決議

　　「2008年９月発行新株予約権Ａ」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個）  212  153

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）  21,200（注）１,２  15,300（注）１,２

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20年９月12日

至　平成40年９月11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  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ─  ─

　（注）１.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。

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

　　　　　 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。

　　　 ２．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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」が調整されております。
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　　「2008年９月発行新株予約権Ｂ」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個）  470（注）１  470（注）２

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  18  19

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） 47,000（注）３,５ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 992（注）４,５ 同左

新株予約権の行使期間 自　平成25年７月１日

至　平成30年６月23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　 　992（注）４,５

資本組入額　 496

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  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ─  ─

　（注）１．「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。

　　　　２．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権19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。

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

　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．割当日後、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。

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

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。

    
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

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。

　　　　５．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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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⑥　平成20年６月24日定時株主総会決議及び平成20年８月26日取締役会決議

　　「2008年９月発行新株予約権Ⅰ」

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 144 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） 14,400（注）１,２ 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20年９月12日

至　平成40年９月11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  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

 ─  ─

　（注）１.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。

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

　　　　　 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。 

　　　 ２．平成20年10月31日開催の取締役会決議により、平成21年１月４日付をもって普通株式１株を100株に株式分割し

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」が調整されております。
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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、資本金等の推移】

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17年６月28日

（注）１
－ 289,000 － 11,267 △992 1,824

 平成17年７月29日

（注）２
61,675 350,675 4,999 16,267 4,999 6,824

 平成17年10月１日

（注）３
79,000 429,675 2,500 18,767 － 6,824

 平成21年１月４日

（注）４
42,537,82542,967,500 － 18,767 － 6,824

 平成21年３月27日

（注）５
－ 42,967,500 － 18,767 △6,824 －

　（注）１．欠損てん補による減少

２．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

３．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

４．１株を100株にする株式分割

５. 会社法第448条第１項の規定に基づく資本準備金の減少及びその他資本剰余金への振替え

（５）【所有者別状況】

 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数 100株） 単元未満
株式の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

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 17 14 111 17 3 8,840 9,003 －

所有株式数

（単元）
2 173,828 1,100 205,1071,528 17 48,085429,667 800

所有株式数の

割合（％）
0.00 40.46 0.26 47.74 0.35 0.00 11.19 100.00－

　 （注）１.自己株式195,610株は、「個人その他」に1,956単元及び「単元未満株式の状況」に10株を含めて記載してお

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１単元含まれております。 
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（６）【大株主の状況】

 平成21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 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 19,841,920 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 17,187,000 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 464,300 1.08

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社 東京都千代田区九段北１丁目８番10号 195,610 0.46

壬生　勇次 大阪府大阪市西成区 67,500 0.16

西田　井太郎 大阪府貝塚市 55,500 0.13

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 48,000 0.11

大和ＳＭＢＣキャピタル従業員持

株会
東京都千代田区九段北１丁目８番10号 43,760 0.10

株式会社池田銀行 大阪府池田市城南２丁目１番11号 42,800 0.10

志賀　信輝 東京都狛江市 30,700 0.07

計 － 37,977,090 88.39
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

  平成21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  　195,600
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式 42,771,100

　　
427,711 －

単元未満株式 普通株式　  　　800 － －

発行済株式総数 42,967,500 － －

総株主の議決権 － 427,711 －

  （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100株（議決権の数１個）含

まれております。 

②【自己株式等】

 平成21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）                  

大和ＳＭＢＣキャ

ピタル株式会社 

東京都千代田区九

段北１丁目８番10

号

195,600 － 195,600 0.46

計 － 195,600 － 195,600 0.46
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（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」

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 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　（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」

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 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　（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。

　　「第３回新株予約権」

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 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　（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。
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③　平成18年６月27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」

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 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　（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」

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 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　（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。

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日の第23回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」

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 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　（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。
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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。

　　「2007年９月発行新株予約権Ａ」

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（注） 当社執行役員　15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 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　（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19年９月13日）現在で記載しております。

　　「2007年９月発行新株予約権Ｂ」

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（注） 当社使用人　 149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 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　（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19年９月６日）現在で記載しております。

⑥　平成18年６月27日定時株主総会決議及び平成19年８月28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日の第23回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19年８月28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。

　　「2007年９月発行新株予約権Ⅰ」

決議年月日 平成18年６月27日及び平成19年８月28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  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（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19年９月13日）現在で記載しております。
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⑦　平成20年６月24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20年６月24日の第25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。　　　　　

 

　　「2008年９月発行新株予約権Ａ」

決議年月日 平成20年６月24日

付与対象者の区分及び人数（注） 当社執行役員　13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価額（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  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

（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20年９月11日）現在で記載しております。

　

　「2008年９月発行新株予約権Ｂ」

決議年月日 平成20年６月24日

付与対象者の区分及び人数（注） 当社使用人　154名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権の状況」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  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

（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20年９月４日）現在で記載しております。

 

⑧　平成20年６月24日定時株主総会決議及び平成20年８月26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20年６月24日の第25回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20年８月26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。　　 

 

　　「2008年９月発行新株予約権Ⅰ」

決議年月日 平成20年６月24日及び平成20年８月26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価額（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  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（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20年９月11日）現在で記載しております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　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条第９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】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成19年７月26日）での決議状況

（取得期間　平成19年７月27日～平成20年６月24日）
500 150,000,000

当事業年度前における取得自己株式 500 77,216,000

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 － 72,784,000

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － 48.5

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － 48.5

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成20年７月30日）での決議状況

（取得期間　平成20年７月31日～平成21年６月26日）
800 150,000,000

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 800 46,893,850

残存決議株式の総数及び価額の総額 － 103,106,150

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － 68.7

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － 68.7

（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）

当事業年度における取得自己株式 50 16,700

当期間における取得自己株式 100 55,950

　　　（注）単元未満株式の買取請求によるものであります。
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（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）

9 2,431,154 44,60081,853,135

保有自己株式数 195,610 － 151,110 －

　　　（注）平成21年１月４日付で、普通株式１株につき、100株の株式分割を行っております。 
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３【配当政策】

　当社は、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、株主の皆様への配当

を年１回期末に行うことを基本方針としておりますが、当事業年度につきましては、ＩＰＯ市場の低迷及び多額の投資

損失引当金繰入により、純損失となりましたので、期末配当金は無配とさせていただきます。

　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、毎事業年度３月31日を基準日とする期末配

当、毎事業年度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】

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期
決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円）
214,000

※1　285,000
909,000 788,000 312,000

143,000

※2　501

最低（円）
120,000

※1　127,000
155,000 251,000 74,200

37,200

 ※2　250

　（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、※1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。

３. 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」

（平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。）による振替制度への移行（株券電子化）に伴い、

「決済合理化法」の施行日の前日（平成21年１月４日）をもって普通株式を１株につき100株の割合をもっ

て分割しております。なお、第26期の事業年度別最高・最低株価のうち、※2は株式分割に伴う権利落後の株

価であります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高（円） 84,500 47,000 54,500 501 380 445

最低（円） 37,200 38,600 41,050 365 260 250

　（注）１．平成21年１月４日付で、普通株式１株につき、100株の株式分割を行っております。

２．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。
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５【役員の状況】
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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 10,400

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 6,100

専務取締役 管理本部長 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 1,700

専務取締役
ファンド事業

本部長
嶋村　佳秀 昭和26年２月25日生

昭和48年４月大和證券㈱（現㈱大和証券グルー

プ本社）入社

昭和61年１月同社所沢支店長

平成10年６月同社取締役　本店営業部長

平成11年４月大和證券㈱執行役員　東日本地域担

当

平成15年６月同社常務取締役　大阪地域担当兼近

畿四国地域担当

平成17年４月大和プロパティ㈱代表取締役副社

長

平成19年４月当社専務執行役員

平成20年６月当社専務取締役（現任）

(注)２ 1,000

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
投資本部長兼

事業開発本部長
駿田　和彦 昭和30年１月７日生

昭和52年４月大和證券㈱（現㈱大和証券グルー

プ本社）入社 

平成10年５月同社事業法人第三部長

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㈱）事業法人第三部長

平成15年６月同社執行役員　金融・公共法人担当

平成17年４月同社常務執行役員　金融法人担当兼

公共法人担当

平成18年２月大和証券ＳＭＢＣプリンシパル・

インベストメンツ㈱シニア・アド

バイザー（現任） 

三洋電機㈱取締役副社長（社外）

平成18年６月三洋電機㈱代表取締役副社長兼副

社長執行役員

平成21年６月当社専務取締役（現任）

(注)２ －　　
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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）
 熊谷　康治 昭和26年１月１日生

昭和48年４月大和證券㈱（現㈱大和証券グルー

プ本社）入社

平成８年７月 同社業務開発部長

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㈱）金融市場業務部長

平成14年２月大和証券投資信託委託㈱クウォン

ツリサーチ開発部長

平成20年６月当社監査役（現任）

(注)５ 200

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 1,500

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 －

    計  20,900

  （注）１．監査役熊谷康治、浅海直樹、大胡誠は、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21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．平成20年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 所有株式数は、平成21年３月31日現在の株式数を記載しておりますが、株式会社大和証券グループ本社が実

施した当社株券等の公開買付け（期間平成21年４月30日～平成21年６月18日）に応募しております。
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７．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。

専務執行役員  谷口幸四郎 …国際本部長

常務執行役員  後上憲一 …事業投資本部長

執行役員  日尾民明 …管理本部　副本部長（ファンド管理部、法務コンプライアンス室、財務部、経営企画

部分担）

執行役員  実歳英雄 …投資第二部長

執行役員  田中　勝 …事業投資第二部長

執行役員  中野稔彦 …事業開発本部　副本部長

執行役員  横山英世 …投資第五部長

執行役員  中村卓司 …事業投資第一部長

執行役員  水流邦夫 …関西支社、中部支社分担　兼関西支社長

執行役員  馬医良明 …投資企画部長
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【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

 (a)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。

 (b)会社の機関の内容及び内部統制の関係                                 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成21年６月26日現在

 ※　重要会議とは、経営会議、リスクマネジメント会議、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。
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 (c)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、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・強化に取り組んでおります。

また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に対応し、財務報告に係る内部統制システ

ムの整備に取り組んでおります。

 (d)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を設置しております。内

部監査室は、「内部監査規程」及び経営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、

その結果をリスクマネジメント会議に報告しております。また、内部監査室は、「財務報告に係る内部統制に関

する基本規程」に基づき財務報告に係る内部統制システムについて評価し、その結果である内部統制評価報告

書をリスクマネジメント会議に付議しております。

当社の監査役は３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、会計監査人と期初に当該事業年度の監査計画について打合せ、原則四半期毎に監査結果の報告を受けて

おります。期末監査については、期末監査方針・監査要領を聴取し、監査結果を確認のうえ監査報告を作成して

おります。

なお、財務報告に係る内部統制システムについては、内部監査室及び会計監査人と定期的な打合せを実施の

うえ整備運用状況を検証しております。

 (e)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７名、その他18名であります。

 (f)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３名は全員が社外監査役であります。社外監査役のうち２名は、当

事業年度末日現在で当社株式を1,700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。

 (g)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

当事業年度におきましては、金融商品取引業者に対する規制及び財務報告に係る内部統制報告制度への対応

のため、組織改正や社内規程の制改定等の整備を行ってまいりました。

また、役職員を対象として、金融商品取引法、インサイダー取引に関して研修を実施するなど、内部管理体制

の強化にも努めてまいりました。

②　役員報酬の内容

役員報酬は次のとおりであります。

区分 人数（名） 報酬等の額（百万円）

 取締役 5 188

 監査役 5 30

 計 10 219

　（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13百万円を含んで

おります。

　　　　２．上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額27百万円（取締役24百万円、監査役３

百万円）が含まれております。

　　    ３．上記報酬等の額のほか、退任した取締役１名及び監査役１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20年６月24日開催の定時株主総会決議）

　　　　　　　　17百万円（退任取締役１名）

　　　　　　　　 6百万円（退任監査役１名）　　
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③　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。

④　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。

⑤　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。

⑥　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。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 － － 75 －

連結子会社 － － 31 2

計 － － 106 2

 

②【その他重要な報酬の内容】

当社の子会社であるDaiwa SMBC Capital Asia Limitedは当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けており

ます。また、連結子会社である組合のうち、１組合が当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
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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。

　前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20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20年４月１日から平成21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。

　前事業年度（平成19年４月１日から平成20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20年４月１日から平成21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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月

31日まで）及び当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度

（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）及び当事業年度（平成20年４月１日から平成21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り監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,500 35,998

営業投資有価証券 ※1
 99,248

※1, ※3
 90,917

投資損失引当金 △23,124 △24,871

営業投資有価証券（純額） 76,124 66,045

営業貸付金 594 464

有価証券 2,897 12

その他 398 596

貸倒引当金 △30 －

流動資産合計 112,486 103,118

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 328 285

土地 991 991

その他（純額） 104 81

有形固定資産合計 ※2
 1,423

※2
 1,358

無形固定資産 219 203

投資その他の資産

投資有価証券 ※3
 3,402

※3
 2,641

その他 ※4
 439

※4
 436

投資その他の資産合計 3,841 3,078

固定資産合計 5,485 4,640

資産合計 117,971 107,758
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 11,050 15,880

1年内返済予定の長期借入金 2,975 ※1
 5,803

未払法人税等 68 71

賞与引当金 241 158

その他 582 594

流動負債合計 14,916 22,507

固定負債

長期借入金 ※1
 25,570 21,267

繰延税金負債 100 －

匿名組合出資預り金 1,394 1,331

退職給付引当金 506 513

役員退職慰労引当金 49 53

固定負債合計 27,620 23,164

負債合計 42,537 45,672

純資産の部

株主資本

資本金 18,767 18,767

資本剰余金 6,824 6,823

利益剰余金 6,518 713

自己株式 △314 △359

株主資本合計 31,795 25,944

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △499 △1,856

為替換算調整勘定 3 △7

評価・換算差額等合計 △495 △1,864

新株予約権 87 147

少数株主持分 44,046 37,858

純資産合計 75,433 62,086

負債純資産合計 117,971 107,758
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②【連結損益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高

営業投資有価証券売上高 17,493 10,167

投資事業組合管理収入 ※1
 2,317

※1
 1,729

営業貸付金利息 25 20

その他 39 13

売上高合計 19,876 11,931

売上原価

営業投資有価証券売上原価 ※2
 11,960

※2
 8,835

投資損失引当金繰入額 15,931 9,027

資金原価 483 565

その他 1 0

売上原価合計 28,376 18,428

売上総損失（△） △8,499 △6,496

販売費及び一般管理費 ※3
 5,232

※3
 4,424

営業損失（△） △13,732 △10,921

営業外収益

受取利息 19 19

受取配当金 ※4
 187

※4
 162

持分法による投資利益 － 0

為替差益 48 8

その他 59 49

営業外収益合計 315 240

営業外費用

支払利息 79 140

その他 0 0

営業外費用合計 80 140

経常損失（△） △13,497 △10,822

特別利益

投資有価証券売却益 170 －

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 30

出資金売却益 0 －

特別利益合計 170 30

特別損失

投資有価証券評価損 94 91

投資有価証券売却損 49 39

固定資産評価損 － ※5
 4

固定資産除却損 ※6
 5

※6
 1

貸倒引当金繰入額 － 1

事務所移転費用 12 2

出資金売却損 0 －

特別損失合計 163 141

匿名組合損益分配前税金等調整前当期純損失（△） △13,490 △10,933

匿名組合損益分配額 △781 131

税金等調整前当期純損失（△） △12,708 △11,064

EDINET提出書類

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社(E05270)

有価証券報告書

 65/190



(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

法人税、住民税及び事業税 66 81

法人税等合計 66 81

少数株主損失（△） △7,288 △5,341

当期純損失（△） △5,485 △5,804
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 18,767 18,767

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,767 18,767

資本剰余金

前期末残高 6,824 6,824

当期変動額

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 － △1

当期末残高 6,824 6,823

利益剰余金

前期末残高 12,952 6,518

当期変動額

剰余金の配当 △858 －

当期純損失（△） △5,485 △5,804

自己株式の処分 △0 －

連結範囲の変動 △90 －

当期変動額合計 △6,434 △5,804

当期末残高 6,518 713

自己株式

前期末残高 △238 △314

当期変動額

自己株式の取得 △77 △46

自己株式の処分 1 2

当期変動額合計 △76 △44

当期末残高 △314 △359

自己株式申込証拠金

前期末残高 0 －

当期変動額

その他 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

株主資本合計

前期末残高 38,306 31,795

当期変動額

剰余金の配当 △858 －

当期純損失（△） △5,485 △5,804

自己株式の取得 △77 △46

自己株式の処分 0 1

連結範囲の変動 △90 －

その他 △0 －

当期変動額合計 △6,510 △5,850

当期末残高 31,795 25,944
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,465 △499

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,964 △1,357

当期変動額合計 △3,964 △1,357

当期末残高 △499 △1,856

為替換算調整勘定

前期末残高 20 3

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16 △11

当期変動額合計 △16 △11

当期末残高 3 △7

評価・換算差額等合計

前期末残高 3,485 △495

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,981 △1,368

当期変動額合計 △3,981 △1,368

当期末残高 △495 △1,864

新株予約権

前期末残高 43 87

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44 59

当期変動額合計 44 59

当期末残高 87 147

少数株主持分

前期末残高 55,864 44,046

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,818 △6,187

当期変動額合計 △11,818 △6,187

当期末残高 44,046 37,858

純資産合計

前期末残高 97,699 75,433

当期変動額

剰余金の配当 △858 －

当期純損失（△） △5,485 △5,804

自己株式の取得 △77 △46

自己株式の処分 0 1

連結範囲の変動 △90 －

その他 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,754 △7,496

当期変動額合計 △22,265 △13,347

当期末残高 75,433 62,086
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △12,708 △11,064

減価償却費 161 148

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △30

投資損失引当金の増減額（△は減少） 11,483 1,867

賞与引当金の増減額（△は減少） △213 △82

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △98 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25 3

受取利息及び受取配当金 △207 △181

資金原価及び支払利息 563 705

持分法による投資損益（△は益） － △0

投資有価証券評価損益（△は益） 94 91

投資有価証券売却損益（△は益） △121 39

固定資産評価損 － 4

固定資産除売却損益（△は益） 5 0

匿名組合損益分配額 △781 131

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 4,690 7,171

営業貸付金の増減額（△は増加） 130 130

組合帰属の現金及び預金の増減額（△は増加） ※2
 △7,931

※2
 336

組合帰属の有価証券の増減額（△は増加） 2,664 2,693

未収入金の増減額（△は増加） △16 △78

その他 596 △178

小計 △1,714 1,714

利息及び配当金の受取額 197 174

利息の支払額 △557 △707

法人税等の支払額 △49 △74

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,122 1,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △22 △22

有形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 － △27

投資有価証券の売却及び償還による収入 486 62

その他 △127 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー 336 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,700 4,830

長期借入れによる収入 9,150 1,500

長期借入金の返済による支出 △6,832 △2,975

匿名組合出資者からの収入 70 183

匿名組合出資者への支出 △146 △378

配当金の支払額 △858 －

自己株式の取得による支出 △77 △46

自己株式の処分による収入 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,006 3,113
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,222 4,169

現金及び現金同等物の期首残高 6,020 8,118

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △124 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 8,118

※1
 12,288
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社数　34社（29組合を含む）

主要な連結子会社の名称

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣ事務サービス株式会社

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 Asia Limited

NIFSMBC-B2007投資事業有限責任組合

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

2000/1号」

投資事業組合「NIFニューテクノロジーファンド

2000/2号」 

（注）NIFSMBC-B2007投資事業有限責任組合は当連

結会計年度に設立し、新たに連結の範囲に含

めております。また、NIFキャピタルマネジメ

ント株式会社は当社との合併により、

NIF SMBC Ventures USA, Inc.は事業活動を

停止したことにより、テイクオフジャパン１

号投資事業有限責任組合は解散により、連結

の範囲から除外しております。

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社数　33社（27組合を含む）

主要な連結子会社の名称

ＤＳキャピタル事務サービス株式会社

（旧エヌ・アイ・エフＳＭＢＣ事務サービス株式会

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

DS Capital International（Cayman）Ltd. 

Daiwa SMBC Capital Asia Limited

（旧NIF SMBC Ventures Asia Limited） 

NIFSMBC-B2007投資事業有限責任組合

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

2000/1号」

投資事業組合「NIFニューテクノロジーファンド

2000/2号」 

（注）DS Capital International（Cayman）Ltd.及

びDS Capital Bridge Fund,L.P.は当連結会

計年度において新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。

　　　また、投資事業組合「NIFニューテクノロジー

ファンド'98」、投資事業組合「NIFニューテ

クノロジーファンド'99-A」及び「NIFニュー

テクノロジーファンド'99-B」は当連結会計

年度において解散したため、連結の範囲から

除外しております。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

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.

NIF SMBC Ventures USA,Inc.

（2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

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

九段下パートナーズＡ株式会社

麹町パートナーズ株式会社

北の丸パートナーズ株式会社

NIF Management Singapore Pte.Ltd. 

NIF SMBC Ventures USA,Inc.

（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（持分に見合う

額）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。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社の合計の総資産、売上高、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。 

　なお、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、麹町パートナーズ株式

会社、NIF Management Singapopre Pte.Ltd.、　　　
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

グリーン・パートナーズＢ株式会社は、投資先と

の合併により、非連結子会社から除外しております。

 

NIF SMBC Ventures USA,Inc.は事業活動を停止して

おります。

また、九段下パートナーズＡ株式会社及び北の丸

パートナーズ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。 

九段下パートナーズＡ株式会社、麹町パートナー

ズ株式会社及び北の丸パートナーズ株式会社は、当

連結会計年度に、バイアウト事業を目的として新た

に株式を取得いたしました。 

（3）他の会社等の議決権の過半数を自己の計算におい

て所有しているにもかかわらず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

他の会社等の名称

    丸星株式会社

　　株式会社サンダンス・リゾート

　　株式会社学研クレジット

　　株式会社マツダレンタカー

　　株式会社ＧＡＢＡ

　　北陸成型工業株式会社

　　キューサイ株式会社

　　株式会社レーザーテクニカ（旧株式会社ＹＶＯ）

　　アルメックスＰＥ株式会社

（3）他の会社等の議決権の過半数を自己の計算におい

て所有しているにもかかわらず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

他の会社等の名称

    新生食品株式会社

　　株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

　　株式会社サンダンス・リゾート

　　株式会社学研クレジット

　　株式会社ＧＡＢＡ

　　北陸成型工業株式会社

　　株式会社レーザーテクニカ

　　キューサイ株式会社

 　 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）

　　　　　　　　　同左

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　１社

関連会社の名称

　かなえキャピタル株式会社　

（注）かなえキャピタル株式会社は当連結会計年度

において新たに株式を取得したため、持分法適

用関連会社に含めております。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（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

非連結子会社及び関連会社の名称

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.

NIF SMBC Ventures USA,Inc. 

（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

非連結子会社及び関連会社の名称

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

九段下パートナーズＡ株式会社

麹町パートナーズ株式会社

北の丸パートナーズ株式会社 

NIF Management Singapore Pte.Ltd.

NIF SMBC Ventures USA,Inc.  

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（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（持分に見合う

額）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。

　グリーン・パートナーズＢ株式会社は投資先との

合併により、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。

　Meitung Ltd.は売却により、バリュエーション＆リ

サーチ株式会社は第三者割当増資による持分比率の

低下により、持分法非適用関連会社から除外してお

ります。 

（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（持分に見合う

額）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。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（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

他の会社等の名称

    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

　　株式会社カンバス

　　シンフォニーマーケティング株式会社

　　ロジザード株式会社

　　株式会社キューサイ分析研究所

　　株式会社グリーンペプタイド 

 　 ウィンワークス株式会社

 　 神明電機株式会社

　　株式会社アイビット

　　株式会社レストラン・エクスプレス

　　株式会社シーアンドエヌ 

　　株式会社ＡＣＴＧｅｎ

　　株式会社アイ・デザイン

　　株式会社アジャスト 

　　株式会社ｏｒｉｃｏｎ　ＭＥ

　　テムリック株式会社 

    株式会社フィル・カンパニー

　　シーワイジー技術研究所株式会社

　　株式会社リボミック

（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

他の会社等の名称

    株式会社ヒガ・インダストリーズ

　　加藤精機株式会社

　　神明電機株式会社

　　ジーンワールド株式会社

　　株式会社カンバス

　　シンフォニーマーケティング株式会社

　　ロジザード株式会社

　　株式会社キューサイ分析研究所

 　 ウィンワークス株式会社

 　 ラクオリア創薬株式会社

　　株式会社ＡＣＴＧｅｎ

　　株式会社グリーンペプタイド

　　株式会社ｏｒｉｃｏｎ　ＭＥ

　　株式会社ＴＳＤ　Ｊａｐａｎ

　　テムリック株式会社 

（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、傘下に入

れること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）

　　　　　　　　　同左
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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、30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１社については、当該会社の決

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。

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、29社（27組合を含む）の決算

日は12月31日であります。

　上記のうち、27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、当該会社の決

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。

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。

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

　　　　　　　　同左

（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（純額）　　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（リース資産を除く）

　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（純額）　　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。

（会計方針の変更）　

　当社及び国内連結子会社は、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。この変

更による影響は軽微であります。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

  （追加情報）　

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

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。この変更による影

響は軽微であります。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。

③　　　　　　 ──────

 

②　無形固定資産（リース資産を除く）

同左　　

 

　 

　　③　リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

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。 

（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

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　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。

④　役員賞与引当金

　同左

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
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（4）連結財務諸表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

により円貨に換算し、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。

（4）連結財務諸表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

　　　　　　　　　同左

（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）　　　　　　 ──────

（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　

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、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

価及び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

同左

EDINET提出書類

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社(E05270)

有価証券報告書

 81/190



前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。　

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

同左　

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　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。

④　消費税等の会計処理

同左

⑤　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

⑤　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 
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

６．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。

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 　　　　　　　　　──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（リース取引に関する会計基準)

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

　なお、平成20年３月31日以前に開始した所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　この変更による損益への影響はありません。 

──────

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い）

　当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用し、

連結決算上必要な修正を行っております。

　この変更による損益への影響はありません。 

【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※１　担保に供している資産

　営業投資有価証券  6,701百万円

計 6,701百万円

　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、6,687百万円はバイアウト関連投資先の債務（6,021

百万円）に対し担保提供しております。

※１　担保に供している資産

　営業投資有価証券 7,531百万円

計 7,531百万円

　上記資産のうち、14百万円は１年内返済予定の長期借入金

20百万円の担保に供しております。

　また、7,517百万円はバイアウト関連投資先の債務（5,564

百万円）に対し担保提供しております。
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前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※２　有形固定資産から控除した減価償却累計額は474百万

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534百万

円であります。

※３　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

　投資有価証券  161百万円

（非連結子会社株式）  

※３　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

　営業投資有価証券 1,750百万円

（非連結子会社株式）  

投資有価証券  179百万円

（非連結子会社及び関連会社株式）  

※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。

「その他」（会員権）   82百万円 「その他」（会員権）     84百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　投資事業組合管理収入の内訳 ※１　投資事業組合管理収入の内訳

投資事業組合管理報酬      1,954百万円

投資事業組合成功報酬 362百万円

投資事業組合管理報酬      1,669百万円

投資事業組合成功報酬    59百万円

※２　営業投資有価証券売上原価には評価損が1,118百万円

含まれております。

※２　営業投資有価証券売上原価には評価損が3,387百万円

含まれております。

※３　販売費及び一般管理費の主なもの ※３　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当      1,819百万円

賞与引当金繰入額 241百万円

退職給付費用    163百万円

役員退職慰労引当金繰入額   29百万円

賃借料    560百万円

給与手当      1,638百万円

賞与引当金繰入額    158百万円

退職給付費用       177百万円

役員退職慰労引当金繰入額     27百万円

賃借料       582百万円

※４　受取配当金には、非連結子会社から受領した配当金56

百万円が含まれております。

※４　受取配当金には、非連結子会社から受領した配当金26

百万円が含まれております。

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

 投資その他の資産

「その他」（会員権）

 

 4百万円

※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（純額）」

　「その他（純額）」（器具備品）

 

5百万円

0百万円

　計    5百万円

　有形固定資産

　「建物及び構築物（純額）」

　「その他（純額）」（器具備品）

 

 0百万円

 0百万円

　計    1百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

 
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） 667 500 3 1,164

合計 667 500 3 1,164

 （注）当連結会計年度における自己株式の株式数の増加500株は、取締役会の決議に基づく取得による増加500株、端株の

買取による増加０株であります。減少３株は、新株予約権の行使に伴う譲渡による減少であります。

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
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
－ － － － － 87

 合計 － － － － － 87

 

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５月18日

取締役会
普通株式 858 2,000平成19年３月31日平成19年６月６日

（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当連結会計年度末後となるもの

　　 該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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

 
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（注）１ 429,675 42,537,825 － 42,967,500

合計 429,675 42,537,825 － 42,967,500

自己株式     

普通株式（注）２ 1,164 194,455 9 195,610

合計 1,164 194,455 9 195,610

（注）１.当連結会計年度における発行済株式総数の増加42,537,825株は、平成21年１月４日付の株式分割による増加で　

あります。

　 　 ２.当連結会計年度における自己株式の株式数の増加194,455株は、平成21年１月４日付の株式分割による増加

193,605株、取締役会の決議に基づく取得による増加800株及び単元未満株式の買取による増加50株であります。

減少９株は、新株予約権の行使に伴う譲渡による減少であります。

 

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
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
－ － － － － 147

 合計 － － － － － 147

 

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

 　　該当事項はありません。

（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当連結会計年度末後となるもの

　　 該当事項はありません。
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（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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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 32,500百万円

有価証券勘定 2,897百万円

計  35,398百万円

現金及び預金勘定 35,998百万円

有価証券勘定 12百万円

計 36,011百万円

現金及び預金のうち組合帰属額 △24,382百万円

有価証券のうち組合帰属額 △2,897百万円

現金及び現金同等物 8,118百万円

 

現金及び預金のうち組合帰属額 △23,710百万円

有価証券のうち組合帰属額     △12百万円

現金及び現金同等物   12,288百万円

 

※２　現金及び預金のうち組合帰属額の増減額との関係

現金及び預金のうち組合帰属額の増加額  6,254百万円

少数株主の出資に係る減少額  △1,685百万円

その他    9百万円

（差引）  

組合帰属の現金及び預金の増加額  7,931百万円

  

※２　現金及び預金のうち組合帰属額の増減額との関係

現金及び預金のうち組合帰属額の減少額   △671百万円

少数株主の出資に係る減少額    △238百万円

その他     △97百万円

（差引）  

組合帰属の現金及び預金の減少額    △336百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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．ファイナンス・リース取引

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引　　 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引に

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、その内容は次のとおりであります。 

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（純額）」

     （車両運搬具）

取得価額相当額        21百万円

減価償却累計額相当額       11百万円

期末残高相当額      9百万円

 
有形固定資産

「その他（純額）」

     （車両運搬具）

取得価額相当額        14百万円

減価償却累計額相当額       9百万円

期末残高相当額      4百万円

　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   3百万円

１年超   6百万円

合計    9百万円

１年以内   2百万円

１年超   2百万円

合計    4百万円

　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   5百万円

減価償却費相当額   5百万円

支払リース料   3百万円

減価償却費相当額   3百万円

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
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料

１年以内   36百万円

１年超   22百万円

合計   59百万円

１年以内   22百万円

１年超   1百万円

合計   23百万円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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 596 1,067 471

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 596 1,067 471

投資有価証券に属する

もの
            

①　株式 1,644 2,134 489

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 1,644 2,134 489

合計 2,241 3,202 960

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 3,633 3,048 △585

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 3,633 3,048 △585

投資有価証券に属する

もの
            

①　株式 801 557 △243

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 801 557 △243

合計 4,434 3,606 △828

総計 6,675 6,808 132

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券
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 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 17,184 8,151 1,808

投資有価証券に属するもの 488 170 49

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

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 161

　関連会社株式 －

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） 85,733

非上場内国・外国債券 2,229

投資事業組合等への出資金 2,056

その他 5,112

　有価証券に属するもの     

受益証券（ＭＭＦ） 2,897

　投資有価証券に属するもの     

非上場株式 548

合計 98,740

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
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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 593 284 99 －

その他 0 0 0 －

計 593 285 100 －

投資有価証券に属するもの                 

債券                 

国債・地方債等 － － － －

社債 － － － －

その他 － － － －

計 － － － －

合計 593 285 100 －

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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 20 34 13

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 20 34 13

投資有価証券に属する

もの
            

①　株式 872 1,031 158

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 872 1,031 158

合計 892 1,065 172
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 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

取得原価を超えないもの

営業投資有価証券に属

するもの
            

①　株式 1,404 1,319 △84

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 1,404 1,319 △84

投資有価証券に属する

もの
            

①　株式 1,394 887 △507

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 1,394 887 △507

合計 2,799 2,207 △592

総計 3,691 3,272 △419

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券
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 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 9,908 5,690 1,229

投資有価証券に属するもの 62 － 39

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

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 1,920

　関連会社株式 9

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） 80,284

非上場内国・外国債券 1,741

投資事業組合等への出資金 1

その他 5,786

　有価証券に属するもの     

受益証券（ＭＭＦ） 12

　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） 533

その他 10

合計 90,299

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

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 29 587 99 －

その他 － 0 － －

計 29 587 99 －

投資有価証券に属するもの                 

債券                 

国債・地方債等 － － － －

社債 － － － －

その他 － － － －

計 － － － －

合計 29 587 99 －
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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業務部

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

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成20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、ヘッジ会計の適用されていないデリバティブ取引に関して

は当連結会計年度末残高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（平成21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。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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 △506百万円

②退職給付引当金 △506百万円

①退職給付債務の額    △513百万円

②退職給付引当金     △513百万円

（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 126百万円

②確定拠出型年金への掛金拠出額 37百万円

③退職給付費用（①＋②） 163百万円

①勤務費用    139百万円

②確定拠出型年金への掛金拠出額   37百万円

③退職給付費用（①＋②）    177百万円
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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　　　　44百万円

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

 
第２回新株予約権

 
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    ８名

当社使用人　　　86名

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　　　 430株 普通株式　　　 252株 普通株式　　　 346株

付与日 平成16年８月２日 平成17年11月30日 同左

権利確定条件

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。

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
自　平成16年８月２日　　至　

平成18年６月30日

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18年７月１日

至　平成23年８月31日

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
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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

 
2007年９月発行
新株予約権Ⅰ

2007年９月発行
新株予約権Ａ

2007年９月発行
新株予約権Ｂ

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　　15名 当社使用人　　 149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　　　  67株 普通株式　　　 120株 普通株式　　　 359株

付与日 平成19年９月13日 同左 平成19年９月６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24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19年９月６日

至　平成24年６月30日

権利行使期間
自　平成19年９月14日

至　平成39年６月26日
同左

自　平成24年７月１日

至　平成29年６月25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20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
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第２回新株予約権

 
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 － － 309

付与 － － －

失効 － － 13

権利確定 － － 296

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）             

前連結会計年度末 305 252 －

権利確定 － － 296

権利行使 － － －

失効 18 － 17

未行使残 287 252 279

 
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 － － 332

付与 － － －

失効 － － 32

権利確定 － － －

未確定残 － － 300

権利確定後　　　　　　（株）             

前連結会計年度末 31 50 －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 31 50 －
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2007年９月発行
新株予約権Ⅰ

2007年９月発行
新株予約権Ａ

2007年９月発行
新株予約権Ｂ

権利確定前　　　　　　（株）             

前連結会計年度末 － － －

付与 67 120 359

失効 － － 11

権利確定 67 120 －

未確定残 － － 348

権利確定後　　　　　　（株）             

前連結会計年度末 － － －

権利確定 67 120 －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 67 120 －

②　単価情報

 
第２回新株予約権

 
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） 201,800 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
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2007年９月発行
新株予約権Ⅰ

2007年９月発行
新株予約権Ａ

2007年９月発行
新株予約権Ｂ

権利行使価格　　　　　　（円） 1 1 171,242

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
123,992 123,992 79,648

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

 
2007年９月発行
新株予約権Ⅰ

2007年９月発行
新株予約権Ａ

2007年９月発行
新株予約権Ｂ

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

（2）主な基礎数値及び見積方法

 
2007年９月発行
新株予約権Ⅰ

2007年９月発行
新株予約権Ａ

2007年９月発行
新株予約権Ｂ

株価変動性（注）１ 69.9％ 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 2,000円／株 同左 同左

無リスク利子率（注）４ 2.18％ 同左 1.36％

 （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19年９月までの株価実績に基づいて算定して

おります。

　　　２．2007年９月発行新株予約権Ⅰ及び2007年９月発行新株予約権Ａ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。2007年９月発行新株予約権Ｂ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19年３月期の配当実績によっております。

　　　４．2007年９月発行新株予約権Ⅰ及び2007年９月発行新株予約権Ａについては、ストック・オプションの満期ま

での期間、2007年９月発行新株予約権Ｂ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。
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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　　　　60百万円

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

 
第２回新株予約権

 
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    ８名

当社使用人　　　86名

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　  43,000株 普通株式 　 25,200株 普通株式　  34,600株

付与日 平成16年８月２日 平成17年11月30日 同左

権利確定条件

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。

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
自　平成16年８月２日　　至　

平成18年６月30日

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18年７月１日

至　平成23年８月31日

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
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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　   3,100株 普通株式　   5,000株 普通株式　  34,300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

 
2007年９月発行
新株予約権Ⅰ

2007年９月発行
新株予約権Ａ

2007年９月発行
新株予約権Ｂ

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　　15名 当社使用人　　 149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　   6,700株 普通株式 　 12,000株 普通株式　  35,900株

付与日 平成19年９月13日 同左 平成19年９月６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24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19年９月６日

至　平成24年６月30日

権利行使期間
自　平成19年９月14日

至　平成39年６月26日
同左

自　平成24年７月１日

至　平成29年６月25日

 

 
2008年９月発行
新株予約権Ⅰ

2008年９月発行
新株予約権Ａ

2008年９月発行
新株予約権Ｂ

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　　13名 当社使用人　　 154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　  14,400株 普通株式 　 21,200株 普通株式　  47,000株

付与日 平成20年９月11日 同左 平成20年９月４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25年６月30日）まで継続

して勤務していること。
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2008年９月発行
新株予約権Ⅰ

2008年９月発行
新株予約権Ａ

2008年９月発行
新株予約権Ｂ

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20年９月４日

至　平成25年６月30日

権利行使期間
自　平成20年９月12日

至　平成40年９月11日
同左

自　平成25年７月１日

至　平成30年６月23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。なお、上記に記載されたストック・オプションの数は、平成21年１月４日

付株式分割（１株につき100株）による分割後の株式数を記載しております。
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（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21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

 
第２回新株予約権

 
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 － － －

付与 　－ － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）             

前連結会計年度末 28,700 25,200 27,900

権利確定 － － －

権利行使 － 600 －

失効 600 － 1,200

未行使残 28,100 24,600 26,700
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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 － － 30,000

付与 － － －

失効 － － 1,800

権利確定 － － －

未確定残 － － 28,200

権利確定後　　　　　　（株）             

前連結会計年度末 3,100 5,000 －

権利確定 － － －

権利行使 － 300 －

失効 － － －

未行使残 3,100 4,700 －

 
2007年９月発行
新株予約権Ⅰ

2007年９月発行
新株予約権Ａ

2007年９月発行
新株予約権Ｂ

権利確定前　　　　　　（株）             

前連結会計年度末 － － 34,800

付与 － － －

失効 － － 2,100

権利確定 － － －

未確定残 － － 32,700

権利確定後　　　　　　（株）             

前連結会計年度末 6,700 12,000 －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 6,700 12,000 －

2008年９月発行
新株予約権Ⅰ

2008年９月発行
新株予約権Ａ

2008年９月発行
新株予約権Ｂ

権利確定前　　　　　　（株）             

前連結会計年度末 － － －

付与 14,400 21,200 47,000

失効 － － 1,800

権利確定 14,400 21,200 －

未確定残 － － 45,200

権利確定後　　　　　　（株）             

前連結会計年度末 － － －

権利確定 14,400 21,200 －
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2008年９月発行
新株予約権Ⅰ

2008年９月発行
新株予約権Ａ

2008年９月発行
新株予約権Ｂ

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 14,400 21,200 －

（注）平成21年１月４日をもって１株を100株に株式分割しております。なお、株式数の記載については、前連結会計

年度末又は付与時点に株式分割が実施されたものとみなしております。
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②　単価情報

 
第２回新株予約権

 
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） 2,018 1 4,263

行使時平均株価　　　　　（円） － 933 －

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 4,303

行使時平均株価　　　　　（円） － 933 －

付与日における公正な評価単価

（円）
4,010 4,010 2,476

 
2007年９月発行
新株予約権Ⅰ

2007年９月発行
新株予約権Ａ

2007年９月発行
新株予約権Ｂ

権利行使価格　　　　　　（円） 1 1 1,713

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
1,240 1,240 796

2008年９月発行
新株予約権Ⅰ

2008年９月発行
新株予約権Ａ

2008年９月発行
新株予約権Ｂ

権利行使価格　　　　　　（円） 1 1 992

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
960 960 596

（注）上記数値は、平成21年１月４日付株式分割（１株につき100株）による調整後の価格を記載しております。　　　

EDINET提出書類

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社(E05270)

有価証券報告書

110/190



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

 
2008年９月発行
新株予約権Ⅰ

2008年９月発行
新株予約権Ａ

2008年９月発行
新株予約権Ｂ

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

（2）主な基礎数値及び見積方法

 
2008年９月発行
新株予約権Ⅰ

2008年９月発行
新株予約権Ａ

2008年９月発行
新株予約権Ｂ

株価変動性（注）１ 71.0％ 同左 71.1％

予想残存期間（注）２ １日 同左 7.3年

予想配当（注）３ 0円／株 同左 同左

無リスク利子率（注）４ 2.22％ 同左 1.16％

 （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20年９月までの株価実績に基づいて算定して

おります。

　　　２．2008年９月発行新株予約権Ⅰ及び2008年９月発行新株予約権Ａ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。2008年９月発行新株予約権Ｂ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．過去の配当実績が観察されなかったため予想配当はありません。

　　　４．2008年９月発行新株予約権Ⅰ及び2008年９月発行新株予約権Ａについては、ストック・オプションの満期ま

での期間、2008年９月発行新株予約権Ｂ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。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21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   1,394百万円

投資損失引当金  4,891百万円

賞与引当金 86百万円

営業投資有価証券 598百万円

退職給付引当金 205百万円

役員退職慰労引当金 20百万円

その他 194百万円

繰延税金資産小計     7,392百万円

評価性引当額  △7,392百万円

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    100百万円

繰延税金負債合計    100百万円

繰延税金負債の純額 100百万円

繰延税金資産     

税務上の繰越欠損金     3,671百万円

投資損失引当金     5,316百万円

賞与引当金   64百万円

営業投資有価証券    406百万円

退職給付引当金    208百万円

役員退職慰労引当金   21百万円

その他有価証券評価差額金    755百万円

その他    210百万円

繰延税金資産小計    10,655百万円

評価性引当額  △10,655百万円

繰延税金資産合計  －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

税金等調整前当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。　

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

税金等調整前当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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

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20年４月１日　至　平成21年３月31日）

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

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19年４月１日　至　平成20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20年４月１日　至　平成21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19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 アジア  米州 欧州その他  計

Ⅰ海外売上高（百万円） 1,307 1,620 4,856 7,784

Ⅱ連結売上高（百万円）    －    －    － 　19,876

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合（％）   6.6   8.2  24.4  39.2 

（注）１.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２.本国以外の区分に属する主な国又は地域

（１）アジア・・・・・ 台湾、香港、シンガポール他

（２）米州 ・・・・・・米国

（３）欧州その他・・・ 英国、フランス、イスラエル他

３.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

 アジア  米州 欧州その他  計

Ⅰ海外売上高（百万円）    266   194 1,512 1,972 

Ⅱ連結売上高（百万円）    －    －    － 11,931 
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 アジア  米州 欧州その他  計

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合（％）   2.2   1.6  12.7  16.5

（注）１.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２.本国以外の区分に属する主な国又は地域

（１）アジア・・・・・ 台湾、香港、シンガポール他

（２）米州 ・・・・・・米国

（３）欧州その他・・・ 英国、フランス、イスラエル他

３.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

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

11,550短期借入金 7,550

2,500長期借入金 9,500

利息の支払 278その他流動負債 24

（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。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　（追加情報）

　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用

しております。

  この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の連結子会社とその他の関係会社との取引及

び親会社情報が開示対象に追加されております。 

 

 １.関連当事者との取引 

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引　

　　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社の場合に限る。）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
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
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

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40.2

 

事業資金の

借入

役員の兼任 

事業資金の

借入

17,830短期借入金 9,880

－
１年内返済予定

の長期借入金
1,333

－ 長期借入金 8,167

利息の支払 314その他流動負債 23

（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。 

（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引　　　

　　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社の場合に限る。）等 
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種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
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
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

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40.2 

事業資金の

借入

役員の兼任 

投資先の債

務に対する

担保提供

－　 　　　　－ －

（注）バイアウト関連投資先の債務4,940百万円に対して、連結子会社が保有する営業投資有価証券2,980百万円を担　

保として提供しております。

 ２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

 　 　親会社情報 

　　　　株式会社大和証券グループ本社

　　　　（東京証券取引所１部、大阪証券取引所１部、名古屋証券取引所１部に上場） 
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 73,043円57銭

１株当たり当期純損失金額     12,795円24銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

１株当たり純資産額        563円00銭

１株当たり当期純損失金額         135円55銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

　「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の

振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第88号。以下「決済合理化法」という。）による振替制度

への移行（株券電子化）に伴い、「決済合理化法」の施行日

の前日（平成21年１月４日）をもって普通株式を１株につ

き100株の割合で株式分割しております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結

会計年度における１株当たり情報については、以下のとおり

となります。 

１株当たり純資産額        730円44銭

１株当たり当期純損失金額         127円95銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

 （注）１．１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。

 
前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 　　　75,433 62,086　　

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
44,133 　　　　38,005

（うち新株予約権） （87） （147）

（うち少数株主持分） （44,046） （37,858）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）       31,299             24,080

 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）
     428,511             42,771,890

　　　 ２． １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　当期純損失（△）（百万円） △5,485 △5,804

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る当期純損失（△）

　（百万円）
△5,485 △5,804

　普通株式の期中平均株式数（株） 428,717 42,823,787

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９種類

（新株予約権の数  1,734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。　

　新株予約権12種類

（新株予約権の数  2,476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。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　平成20年６月24日開催の第25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230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230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。

　当社は、平成21年４月28日開催の取締役会において、当社

の親会社である株式会社大和証券グループ本社（以下「公

開買付者」といいます。）による当社が発行する普通株式

（但し、株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」と

いいます。）が保有する当社普通株式及び当社が保有する

自己株式を除きます。）及び新株予約権（但し、当社が保有

する自己新株予約権（失効した新株予約権を含む）を除き

ます。）の全てに対する公開買付け（以下「本公開買付

け」といいます。）について、下記のとおり賛同の意見を表

明することを決議し、平成21年4月30日をもって金融商品取

引法第27条の10に基づく意見表明報告書を提出いたしまし

た。

 

１．公開買付者の概要

（1）商号　：　株式会社大和証券グループ本社

 （2）主たる事業の内容　：持株会社として、事業会社（有

価証券関連業を中核とする投

資・金融サービス業等）の支

配・管理　　
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（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。 

 （3）設立年月日　： 昭和18年12月27日 

 （4）本店所在地　： 東京都千代田区丸の内一丁目９番１ 

号

 （5）代表者　：　執行役社長　　鈴木　茂晴

 （6）資本金　：　178,324百万円

 （7）大株主構成及び持株比率　：

（平成20年９月30日現在）

ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー　５

０５２２３(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)

5.08％

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)

4.91％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 4.38％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.68％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４Ｇ) 3.39％

株式会社三井住友銀行 2.16％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４) 2.03％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社・住友信託退給口 1.77％

太陽生命保険株式会社 1.65％

日本生命保険相互会社 1.49％

 
（8）当社との関係

　　　資本関係　：平成21年4月28日現在、当社の発行済株式の

46.18%（19,841,920株）を保有しており

ます。　　　　　　 
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

③　「新株予約権Ａ」の行使期間

平成20年７月１日から平成41年６月23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。

   　 人的関係　：当社の取締役のうち、有明一夫、脇水純一

郎及び嶋村佳秀は、公開買付者の役職員

出身者であります。　　　 

　　  取引関係　：当社は、公開買付者グループ（以下に定義

されます。）のうち、大和証券株式会社及

び大和証券エスエムビーシー株式会社よ

り投資見込先企業やファンド出資者の紹

介を受けております。 

      関連当事者へ  ：公開買付者は当社の親会社にあた　

の該当状況　    るため、関連当事者に該当しま 

                      す。　 

  

 ２.本公開買付等の概要 

　（1）買付けの期間

　　 平成21年４月30日（木曜日）から平成21年６月18日

（木曜日）まで（33営業日）

     なお、対象者の請求に基づく延長の可能性は該当

ありません。

　（2）買付等を行う株券等の種類及び価格

①普通株式　　　　　１株につき563円
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。

②新株予約権 

         イ   平成16年６月24日開催の定時株主総会の決

議に基づき発行された第２回新株予約権

   1個につき金1円

         ロ　 平成17年６月28日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2005年11月発行新株予

約権

1個につき金1円

         ハ　 平成17年６月28日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された第３回新株予約権

   1個につき金1円

         ニ　 平成18年６月27日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2006年９月発行新株予

約権Ⅱ

1個につき金1円 

         ホ　 平成18年６月27日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2006年８月発行新株予

約権Ⅲ

1個につき金1円

         へ　 平成18年６月27日開催の定時株主総会の決議

及び同年８月22日開催の取締役会の決議に

基づき発行された2006年９月発行新株予約

権Ⅰ                       

1個につき金1円

         ト　 平成19年６月26日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2007年９月発行新株予

約権Ａ

1個につき金1円 　　　　
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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470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470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。

       　チ　 平成19年６月26日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2007年９月発行新株予

約権Ｂ 

1個につき金1円

         リ　 平成18年６月27日開催の定時株主総会の決議

及び平成19年８月28日開催の取締役会の決

議に基づき発行された2007年９月発行新株

予約権Ⅰ 

 1個につき金1円

         ヌ 　平成20年６月24日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2008年９月発行新株予

約権Ａ

1個につき金1円

         ル　 平成20年６月24日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2008年９月発行新株予

約権Ｂ

1個につき金1円

　　　 　ヲ　 平成20年６月24日開催の定時株主総会の決議及び

同年８月26日開催の取締役会の決議に基づ

き発行された2008年９月発行新株予約権Ⅰ

    

1個につき金1円

　　　　　　（以下上記イからヲまでの全ての新株予約権を総称

して「本新株予約権」といいます。）

（3）買付価格の算定の基礎
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 
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」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。

 ①普通株式

　　 　当社の収益性、資産性、将来性等の様々な要素を反映

し、当社株式の市場株価の動向及び本公開買付けの

見通し等を総合的に勘案し、決定されたものであり

ます。なお、本公開買付けにおける当社普通株式の１

株当たりの買付価格（以下「本公開買付価格」とい

います。）は、平成21年４月27日までの過去３ヶ月間

のジャスダック証券取引所における当社株式の終値

の単純平均値361円（小数点以下四捨五入。以下同

じ。）に対して55.96％（小数点以下第三位四捨五

入。以下同じ。）、平成21年４月27日までの過去１ヵ

月間の当社株式の終値の単純平均値432円に対して

30.32％、平成21年４月27日の当社株式の終値431円

に対して30.63％のプレミアムを加えた額に相当し

ます。

   　②新株予約権  

　　　 本新株予約権に関しては、１株当たりの行使価格は本

公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格である

563円を大幅に上回っていること（１株当たりの行

使価格１円を除く新株予約権）、いずれも当社の取

締役、執行役員及び従業員に対するストック・オプ

ションとして発行されたものであり、自己都合によ

る退任・退職又はその意思表示を行っていないこと

が権利行使条件となっていること等から、いず
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

１

分割又は併合の比率
 

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。
 

    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。

     れの場合も公開買付者が本公開買付けにより当該新

株予約権を買付けたとしてもこれを行使することが

できないおそれがあるため、当該新株予約権の買付

価格は、１円とすることに決定されたものでありま

す。
  
（4）買付予定の株式等の数 　  

     ①普通株式　　5,743,480株

     ②新株予約権　　248,100株 
  
（5）公開買付による所有株式数の異動　　

          買付前所有株式数

　　19,841,920株（所有比率　46.18％）

          買付後所有株式数　　

25,833,500株（所有比率　59.78％）

         （注）1　買付後所有株式数は、買付予定株式数

5,991,580株を買付けた場合の株式数で

あります。

　　 　　　　　2　買付後保有比率は、当社の発行済株式総数（自己

株式を含む）42,967,500株に上記（4）

②新株予約権248,100株を加えた

43,215,600株を基礎に算出しておりま

す。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。

③　「新株予約権Ｂ」の行使期間

　　平成25年７月１日から平成30年６月23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。

      

３. 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由

　 ①　本公開買付けの概要

       公開買付者は、当社の普通株式19,841,920株（当

社が保有する発行済株式総数に対する所有株式の割

合（以下「所有株式数割合」といいます。）

46.18％）を保有し、当社の取締役の過半数を公開買

付者の役職員であった者が占めていることから、実

質的支配基準に基づき、当社を連結子会社としてお

ります。この度、公開買付者は、当社の主要株主であ

る三井住友銀行（所有株式数割合40.00％）が保有

する当社普通株式及び当社が保有する自己株式を除

いた当社の発行済全株式（本公開買付けにおける買

付け等の期間末日までに新株予約権の行使により発

行等した又は発行等される可能性のある当社普通株

式を含みます。）及び当社が保有する自己新株予約

権（失効した新株予約権を含む）を除いた当社の発

行済全新株予約権の取得を目的として本公開買付け

を実施いたしました。

 

②  本公開買付に賛同するに至った意思決定の過程     

  当社グループが行う投資業務は、その投資対象・

手法により、ベンチャー投資（以下「VC投資」とい

います。）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等
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。

 　　先端技術を有する企業やコンテンツ、サービスなどの

分野で独自のまたは新たな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

り支援を行うハンズオン型の投資を基本としており

ます。他方、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、非公開化を志

向する上場企業、事業承継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、ＭＢ

Ｏ（マネジメントバイアウト）等の手法により、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。これらの投資は

いずれも、国内外の投資家の拠出による資金で組成

したファンドを通じて行っており、当社グループは

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、及びその管理事務や有価証券の現物

管理などを代行することによる事務代行手数料を得

ております。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 　　  現在、当社の経営環境は、VC投資及びバイアウト投資

ともに非常に厳しいものとなっております。平成18

年度に187社を数えた国内の新規上場企業数は、平成

19年度に99社、平成20年度には34社へ減少するとと

もに、新規上場価格も低迷しており、投資先企業の投

資資金回収環境の悪化は顕著なものとなっておりま

す。さらに、米国に端を発した世界的な金融市場の混

乱による株価の下落や急激な為替の変動等の影響か

ら企業収益が急激に低下し、景気が急減速している

中、投資先企業の多くにおいても資金繰り状況の悪

化及び業績の悪化に伴い企業価値の低下が避けられ

ず、多くのベンチャーキャピタルにおいては、保有す

るVC投資先の営業投資有価証券に関して多額の引当

金を計上せざるを得ない状況になっております。一

方、バイアウト投資についてもVC投資同様、株式市場

の低迷や企業収益の悪化等による企業価値の低下が

避けられず、保有するバイアウト投資先の営業投資

有価証券に関して多額の引当金を計上せざるを得

ず、安定した収益を上げるのが困難な状況に陥って

います。

  　　 こうした状況に加え、現在のところ景気回復の見通

しが立たず国内株式市場が低迷する中、新規上場市

場を含む株式市場の大幅な回復の見込みは立ってい

ないことから、当社を取り巻く環境の厳しさは、一層

強まってくるものと予想されます。当社の経営成績

は平成21年３月期連結ベースでの純損失が5,804百

万円となり、平成20年３月期連結ベースでの純損失

である5,485百万円を上回る厳しい結果となってお

ります。

       このような環境下において、当社は、当社が中長期

的な企業価値の向上を実現するためには、機動的
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

  平成20年６月24日開催の第25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、

ストック・オプション（新株予約権）の内容を改定するこ

とを決議いたしました。

 「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300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

    　 300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。

　　 かつ柔軟な経営体制の下、投資案件発掘能力の更なる

強化、提案力や投資先企業の経営サポート力の一段

の強化、アジアを中心とした海外ネットワークの強

化を前提とする海外投資比率の拡大、バイアウト投

資の拡大、現在のような新規上場が困難な経済環境

下においても安定的な収益源を確保できるような新

規上場以外の投資回収方法の確立、さらには新たな

投資家のためのマーケティング体制の強化等、企業

体質の抜本的な改革を要する施策を円滑かつ迅速に

進めて行くことが必要であると考えております。 

 　　  しかしながら、当社は、上述のような中長期的な観点

での企業価値向上のための施策の実行過程において

は、短期的には、施策が軌道に乗るまでの間、コスト

負担が先行する等により業績に更なる悪影響を与え

る懸念があり、特に、アジア地域での展開に関して

は、成果が現れるまでには一定の時間を要する上、期

待通りの効果が得られるかどうかについて不確実な

要素が多数存在するため、当社の業績は相当な期間

に亘り不安定な状態が続くと予想されることから、

当社の株主の皆様の期待に添えない可能性があると

考えております。

EDINET提出書類

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社(E05270)

有価証券報告書

129/190



前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

   　　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20年以内

で、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、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、

当社と「新株予約権Ⅰ」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。

　　   公開買付者は、当社による上記の各施策の実現のた

めには、プライベート・エクイティ投資事業の分野

における緊密な協力関係を今後も一層強化し、公開

買付者を中心とした企業集団（以下「公開買付者グ

ループ」という。）及び大手都市銀行の一角である

三井住友銀行を中心とした株式会社三井住友フィナ

ンシャルグループ（以下「三井住友フィナンシャル

グループ」という。）の国内外の強力なネットワー

クや各種リソースを最大限に活用し、当社に対し一

層の支援を提供することが不可欠であるとの認識に

至ったとのことであります。 

       当社としましても、当社が行う投資業務の基盤の

さらなる強化が当社の中長期的な企業価値向上のた

めには不可欠であり、これを実現するためには、当社

と公開買付者グループの経営資源をより緊密に連携

させることが必要と考えております。

       以上のような認識に基づき、当社は、公開買付者と

の間で上記の認識を共有し、当社の今後について慎

重に検討を重ねて参りました。そして、当社は、当社

の業績の不振が昨今の急激な経営環境の悪化に起因

するものであり、かつ、この経営環境が当面継続する

ものと見込まれる中で、当社が中長期的な視点に

立った企業価値の向上を実現していくためには、機

動的かつ柔軟な経営戦略を実行できる体制を構築す

ることが必要であり、逆に株主が多数存在する場合

には、業績の安定性への配慮から抜本的な改革や機

動的な施策を打ち出すことができず、かえって株主

全体の期待に背く結果を招くと判断いたしました。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

──────  ４．本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段

階買収に関する事項）

　　　 本公開買付けにより、公開買付者が三井住友銀行所有分

と合わせて当社の発行済全株式（自己株式を除きま

す。）を取得できなかった場合には、公開買付者は、本

公開買付け終了後、本覚書（以下５に定義されます。）

に基づき本件資本再構成（以下５.①に定義されま

す。）を実現するため、三井住友銀行と協力の上、以下

の方法により公開買付者及び三井住友銀行を除く当社

の株主に対して当社株式の売却の機会を提供しつつ、

公開買付者及び三井住友銀行が合わせて当社の発行済

全株式（自己株式を除きます。）を所有する手続きを

実施することを企図しており、下記に記載する手続を

実施する予定です。

       具体的には、本公開買付けが成立した後、公開買付　　

　者及び三井住友銀行は、①当社において定款の一部変

更を行い、当社を会社法の規定する種類株式発行会社

とすること、②上記①による変更後の当社定款の一部

変更を行い、当社の発行する全ての普通株式に全部取

得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項

についての定めをいいます。）を付すこと、及び③当社

の当該株式の全部取得と引換えに別個の種類の当社株

式を交付することの議案を付議議案に含む臨時株主総

会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催、並

びに上記②を付議議案に含む普通株主による種類株主

総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の開催

を当社に要請する予定であり、当社は、かかる要請に応

じて、本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催し、上

記各議案を付議する予定です。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 　　   上記各手続きが実行された場合には、当社の発行する

全ての普通株式に全部取得条項が付された上で、当社

が所有する自己株式を除く全てが当社に取得されるこ

ととなり、当社の株主には当該取得の対価として別個

の種類の当社株式が交付されることになりますが、か

かる取得の対価として交付されることとなる別個の種

類の当社株式が１株未満の端数となる株主に対して

は、会社法第234条その他の関連法令の定めに従い、当

該端数の合計数（１株に満たない端数は切り捨てられ

ます。以下同じ。）を売却することによって得られる金

銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計

数の売却金額（及びこの結果株主に交付されることに

なる金銭の額）については、本公開買付価格を基準と

して算定する予定ですが、その算定の時点が異なるこ

とから、本公開買付価格と異なることがあり得ます。ま

た、全部取得条項が付された当社の普通株式の取得の

対価として交付する当社株式の種類及び数は、現時点

では未定ですが、公開買付者及び三井住友銀行は当社

に対して、公開買付者及び三井住友銀行が合わせて当

社の発行済全株式（自己株式を除きます。）を所有す

ることになるよう、公開買付者及び三井住友銀行以外

の当社の株主に対し交付しなければな
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── 　　らない当社株式の数が１株に満たない端数となるよう要

請する予定です。

　　　なお、当社株式の取得対価として交付することとなる別

個の種類の当社株式について、上場申請を行う予定は

ありません。 

      上記①乃至③の手続きに関連する少数株主の権利保

護を目的とした会社法上の規定として、(ⅰ)上記②の

当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更に際

しては、会社法第116条及び第117条その他の関連法令

の定めに従って、反対株主がその有する株式の買取請

求を行うことができる旨が定められており、また、(ⅱ)

上記③の全部取得条項が付された株式の全部取得が臨

時株主総会において決議された場合には、会社法第172

条その他の関連法令の定めに従って、当該株式の取得

の価格の決定の申し立てを行うことができる旨が定め

られております。なお、これらの方法による１株当たり

の買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断

することになるため、上記(ⅰ)又は(ⅱ)の方法がとら

れた場合に株主が取得できる価格は、本公開買付価格

と異なることがあり得ます。これらの方法による請求

又は申し立てを行うに際しての必要な手続きに関して

は株主各位において自らの責任にて確認され、ご判断

いただくことになります。なお、上記①乃至③の手続き

については、関連法令についての当局の解釈等の状況、

本公開買付け後の公開買付者及び三井住友銀行による

株券等の所有状況並びに公開買付者及び三井住友銀行

以外の当社株主による当社株券等の所有状況等によっ

て、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可

能性があります。但し、その場合でも、公開買付者及び

三井住友銀行が合わせて当社の発行済全株式（自己株

式を除きます。）を所有することとなるよう、公開買付

者及び三井住友銀行以外の当社の株主に対しては、最

終的に現金を交付する方法の採用を予定しておりま

す。この場合における当該当社株主に交付する金銭の

額についても、公開買付価格を基準として算定する予

定ですが、この金額が公開買付価格と異なることがあ

り得ます。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

       また、本新株予約権については、本公開買付けが成立

したものの当社の本新株予約権の全てを取得できな

かった場合は、公開買付者は、当社に対して、本新株予

約権を消滅させるために必要な手続を行うことを要請

し、当社は、かかる要請に応じて、本新株予約権を消滅

させるために必要な手続を行う場合があります。　　　

　　　上記各手続きの実施時期については、現時点では未定で

す。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

──────  ５．公開買付者と当社の株主との間における本公開買付 

けへの応募に係る重要な合意に関する事項 　　

　　　公開買付者からは、公開買付者が、当社の主要株主であ

る三井住友銀行（所有株式数割合第２位）及び三井住

友銀行の完全親会社である三井住友フィナンシャルグ

ループとの間で、平成21年４月28日付覚書（以下「本

覚書」といいます。）を締結し、以下の事項について合

意しているとの報告を受けております。

①　　　当社の株主を公開買付者及び三井住友銀行のみとす

ること（以下「本件資本再構成」といいます。）に

合意し、その実現に向けて協力すること。

②　　　本件資本再構成を実現するために、公開買付者が本公

開買付けを実施することに合意すること。  

③　　　公開買付けにより、公開買付者が三井住友銀行所有分

と合わせて当社の発行済全株式（自己株式を除きま

す。）を取得できなかった場合には、協力して当社に

対し本件資本再構成を実現するために必要な手続き

を行うよう要請するものとし、株主総会における議

決権の行使その他本件資本再構成を実現するために

必要な行為を行うこと。  

      　なお、三井住友銀行は、三井住友銀行が保有する当

社普通株式について、公開買付けに応募しない方針

であります。
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 ６.上場廃止等となる見込み

      当社の普通株式は、現在、ジャスダック証券取引所に

上場されていますが、公開買付者は、本公開買付けにお

いて買付けを行う株券等の数に上限を設定していない

ため、本公開買付けの結果次第では、ジャスダック証券

取引所の上場廃止基準（以下「上場廃止基準」といい

ます。）に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可

能性があります。また、当該基準に該当しない場合で

も、公開買付者は、公開買付けの終了後に、上記「４.本

公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買

収に関する事項）」に記載の各手続きを実行すること

により、公開買付者及び三井住友銀行が合わせて当社

の発行済全株式（自己株式を除きます。）を所有する

ことを予定していますので、その場合には上場廃止基

準に該当し当社の普通株式は上場廃止となります。

  以　上
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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】

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 11,050 15,880 1.49 －

１年以内に返済予定の長期借入金 2,975 5,803 1.49 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 25,570 21,267 1.96
平成22年11月～

平成25年４月

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他有利子負債 － － － －

合計 39,595 42,950 － －

　（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。

 
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 8,298 8,001 4,800 168

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報

 

第１四半期

自平成20年４月１日

至平成20年６月30日

第２四半期

自平成20年７月１日

至平成20年９月30日

第３四半期

自平成20年10月１日

至平成20年12月31日

第４四半期

自平成21年１月１日

至平成21年３月31日

売上高（百万円） 5,413　 1,290 2,695 2,532　　

税金等調整前四半期純利益

金額又は税金等調整前四半

期純損失金額（△）

（百万円）

889　 △3,974　　 △5,916　　 △2,063　

四半期純利益金額又は四半

期純損失金額（△）

（百万円）

775 △2,622　 △3,301　 △655　
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第１四半期

自平成20年４月１日

至平成20年６月30日

第２四半期

自平成20年７月１日

至平成20年９月30日

第３四半期

自平成20年10月１日

至平成20年12月31日

第４四半期

自平成21年１月１日

至平成21年３月31日

１株当たり四半期純利益金

額又は１株当たり四半期純

損失金額（△）（円）

1,809.32　 △6,120.89　 △7,710.38 △15.33　

 　 （注）平成21年１月４日付をもって普通株式を１株につき100株の割合で株式分割しております。そのため、第４四半

期の「１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額」については、株式分割後の金額を記載

しております。
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 20,977

※1
 24,553

営業投資有価証券 ※2
 55,056

※2
 49,761

投資損失引当金 △11,871 △12,651

営業投資有価証券（純額） 43,185 37,110

営業貸付金 594 464

有価証券 530 12

前払費用 94 91

未収入金 283 352

その他 105 242

貸倒引当金 △30 －

流動資産合計 65,740 62,828

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 327 285

構築物（純額） 0 0

車両運搬具（純額） 0 －

工具、器具及び備品（純額） 88 70

貸与資産（純額） 0 0

土地 991 991

有形固定資産合計 ※3
 1,409

※3
 1,347

無形固定資産

ソフトウエア 203 188

その他 15 15

無形固定資産合計 218 203

投資その他の資産

投資有価証券 3,240 2,462

関係会社株式 215 237

出資金 2 2

従業員に対する長期貸付金 7 1

関係会社長期貸付金（純額） ※4
 772

※4
 549

長期前払費用 3 2

その他 ※4
 424

※4
 417

投資その他の資産合計 4,667 3,674

固定資産合計 6,295 5,225

資産合計 72,036 68,053
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 3,500 6,000

関係会社短期借入金 7,550 9,880

1年内返済予定の長期借入金 2,975 ※2
 4,470

1年内返済予定の関係会社長期借入金 － 1,333

未払金 161 211

未払費用 151 153

未払法人税等 31 28

未払消費税等 24 －

預り金 182 186

前受収益 89 85

賞与引当金 195 146

その他 3 3

流動負債合計 14,865 22,497

固定負債

長期借入金 ※2
 16,070 13,100

関係会社長期借入金 9,500 8,167

繰延税金負債 100 －

退職給付引当金 506 513

役員退職慰労引当金 49 53

固定負債合計 26,226 21,833

負債合計 41,091 44,330

純資産の部

株主資本

資本金 18,767 18,767

資本剰余金

資本準備金 6,824 －

その他資本剰余金 － 6,823

資本剰余金合計 6,824 6,823

利益剰余金

その他利益剰余金

投資損失積立金 100 100

繰越利益剰余金 5,980 100

利益剰余金合計 6,080 200

自己株式 △314 △359

株主資本合計 31,357 25,432

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △499 △1,856

評価・換算差額等合計 △499 △1,856

新株予約権 87 147

純資産合計 30,945 23,722

負債純資産合計 72,036 68,053
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高

営業投資有価証券売上高 9,549 6,120

投資事業組合管理収入 ※1
 3,884

※1
 2,904

営業貸付金利息 25 20

その他 32 12

売上高合計 13,493 9,058

売上原価

営業投資有価証券売上原価 ※2
 6,257

※2
 5,586

投資損失引当金繰入額 7,280 4,718

資金原価 483 565

その他 1 0

売上原価合計 14,023 10,870

売上総損失（△） △529 △1,811

販売費及び一般管理費 ※3
 5,126

※3
 4,425

営業損失（△） △5,655 △6,237

営業外収益

受取利息 31 35

受取配当金 ※4
 287

※4
 402

為替差益 47 5

その他 48 40

営業外収益合計 414 482

営業外費用

支払利息 ※4
 79

※4
 140

その他 0 0

営業外費用合計 80 140

経常損失（△） △5,321 △5,895

特別利益

投資有価証券売却益 ※4
 170 －

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 30

抱合せ株式消滅差益 31 －

出資金売却益 0 －

特別利益合計 202 30

特別損失

投資有価証券評価損 94 91

投資有価証券売却損 49 39

関係会社株式評価損 9 －

固定資産評価損 － ※5
 4

固定資産除却損 ※6
 5

※6
 1

貸倒引当金繰入額 － 1

関係会社貸倒引当金繰入額 408 －

事務所移転費用 12 2

出資金売却損 0 －

特別損失合計 581 141

税引前当期純損失（△） △5,700 △6,006
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

法人税、住民税及び事業税 △103 △127

法人税等合計 △103 △127

当期純損失（△） △5,596 △5,879
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 18,767 18,767

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,767 18,767

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 6,824 6,824

当期変動額

資本準備金の取崩 － △6,824

当期変動額合計 － △6,824

当期末残高 6,824 －

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

資本準備金の取崩 － 6,824

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 － 6,823

当期末残高 － 6,823

資本剰余金合計

前期末残高 6,824 6,824

当期変動額

資本準備金の取崩 － －

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 － △1

当期末残高 6,824 6,823

利益剰余金

その他利益剰余金

投資損失積立金

前期末残高 100 100

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 100 100

繰越利益剰余金

前期末残高 12,435 5,980

当期変動額

剰余金の配当 △858 －

当期純損失（△） △5,596 △5,879

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △6,455 △5,879

当期末残高 5,980 100

EDINET提出書類

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社(E05270)

有価証券報告書

143/190



(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 12,535 6,080

当期変動額

剰余金の配当 △858 －

当期純損失（△） △5,596 △5,879

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △6,455 △5,879

当期末残高 6,080 200

自己株式

前期末残高 △238 △314

当期変動額

自己株式の取得 △77 △46

自己株式の処分 1 2

当期変動額合計 △76 △44

当期末残高 △314 △359

自己株式申込証拠金

前期末残高 0 －

当期変動額

その他 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

株主資本合計

前期末残高 37,889 31,357

当期変動額

剰余金の配当 △858 －

当期純損失（△） △5,596 △5,879

自己株式の取得 △77 △46

自己株式の処分 0 1

その他 △0 －

当期変動額合計 △6,532 △5,924

当期末残高 31,357 25,432
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,464 △499

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,963 △1,357

当期変動額合計 △3,963 △1,357

当期末残高 △499 △1,856

評価・換算差額等合計

前期末残高 3,464 △499

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,963 △1,357

当期変動額合計 △3,963 △1,357

当期末残高 △499 △1,856

新株予約権

前期末残高 43 87

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44 59

当期変動額合計 44 59

当期末残高 87 147

純資産合計

前期末残高 41,397 30,945

当期変動額

剰余金の配当 △858 －

当期純損失（△） △5,596 △5,879

自己株式の取得 △77 △46

自己株式の処分 0 1

その他 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,919 △1,297

当期変動額合計 △10,451 △7,222

当期末残高 30,945 23,722
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【重要な会計方針】
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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）その他有価証券

①　時価のあるもの

　　　　　　　　　同左

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（純額）　　  　　　　６～60年

工具、器具及び備品（純額）３～20年

３．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

　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（純額）　　　　　　  ６～60年

工具、器具及び備品（純額）３～20年

  （会計方針の変更）

 　 当社は、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。この変更による影響は軽微であります。

 

（追加情報）

  当社は、法人税法の改正に伴い、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。この変

更による影響は軽微であります。

 

（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（リース資産を除く）

同左
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

──────

 

（3）リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

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。 

４．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。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

５．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。

５．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

（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。

（4）役員賞与引当金

同左

（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

６．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

及び支払手数料等を計上しております。

６．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
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（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

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

７．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．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。

８．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

（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 
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

９．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。 

９．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

同左 

（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
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【会計方針の変更】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　　　　　　　　　　 ────── （リース取引に関する会計基準)

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

　なお、平成20年３月31日以前に開始した所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　この変更による損益への影響はありません。 

【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21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      3,349百万円     現金及び預金          9,129百万円

※２　担保に供している資産

　営業投資有価証券  2,041百万円

計  2,041百万円

 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、2,027百万円はバイアウト関連投資先の債務

（6,021百万円）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。

※２　担保に供している資産

　営業投資有価証券   2,373百万円

計   2,373百万円

 上記資産のうち14百万円は、１年内返済予定の長

期借入金20百万円の担保に供しております。

　また、2,359百万円はバイアウト関連投資先の債務

（5,564百万円）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。

※３　有形固定資産から控除した減価償却累計額は460百万

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514百万

円であります。
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前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

※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。

「関係会社長期貸付金（純額）」 408百万円

「その他」（会員権） 82百万円

「関係会社長期貸付金（純額）」    408百万円

「その他」（会員権）   84百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　投資事業組合管理収入の内訳 ※１　投資事業組合管理収入の内訳

投資事業組合管理報酬    3,360百万円

投資事業組合成功報酬  524百万円

投資事業組合管理報酬     2,820百万円

投資事業組合成功報酬     83百万円

※２　営業投資有価証券売上原価には、評価損が653百万円

含まれております。

※２　営業投資有価証券売上原価には、評価損が2,662百万

円含まれております。

※３　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23％であります。

※３　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16％であります。

支払手数料    744百万円

役員報酬  176百万円

給与手当   1,555百万円

賞与引当金繰入額 195百万円

役員退職慰労引当金繰入額 29百万円

退職給付費用 149百万円

投資事業組合持分経費 390百万円

賃借料   494百万円

減価償却費 148百万円

支払手数料       470百万円

役員報酬     178百万円

給与手当  1,443百万円

賞与引当金繰入額    146百万円

役員退職慰労引当金繰入額   27百万円

退職給付費用    165百万円

投資事業組合持分経費    327百万円

賃借料      499百万円

福利厚生費    229百万円

減価償却費    136百万円

※４　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。

※４　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 156百万円

支払利息 39百万円

投資有価証券売却益 22百万円

受取配当金    266百万円

支払利息    62百万円

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

 投資その他の資産

「その他」（会員権）

 

 4百万円

※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（純額）」

「工具、器具及び備品（純額）」

5百万円

0百万円

計  　 5百万円

　有形固定資産  

「建物（純額）」

「工具、器具及び備品（純額）」

 1百万円

 0百万円

計  　  1百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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）

普通株式　（注） 667 500 3 1,164

合計 667 500 3 1,164

 （注）当事業年度における自己株式の株式数の増加500株は、取締役会の決議に基づく取得による増加500株、端株の買取

による増加０株であります。減少３株は、新株予約権の行使に伴う譲渡による減少であります。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３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）

普通株式　（注） 1,164 194,455 9 195,610

合計 1,164 194,455 9 195,610

 （注）当事業年度における自己株式の株式数の増加194,455株は、平成21年１月４日付の株式分割による増加193,605株、

取締役会の決議に基づく取得による増加800株及び単元未満株式の買取による増加50株であります。減少９株は、

新株予約権の行使に伴う譲渡による減少であります。

EDINET提出書類

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社(E05270)

有価証券報告書

155/190



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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．ファイナンス・リース取引

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引につ

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、その内容は次のとおりであります。 

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（純額）

取得価額相当額 21百万円

減価償却累計額相当額 11百万円

期末残高相当額 9百万円

 車両運搬具（純額）

取得価額相当額   14百万円

減価償却累計額相当額   9百万円

期末残高相当額  4百万円

　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 3百万円

１年超 6百万円

合計 9百万円

１年以内  2百万円

１年超  2百万円

合計  4百万円

　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 5百万円

減価償却費相当額 5百万円

支払リース料  3百万円

減価償却費相当額  3百万円

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
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（有価証券関係）

前事業年度（平成20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21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20年３月31日）

当事業年度
（平成21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 1,365百万円

投資損失引当金    4,830百万円

賞与引当金 79百万円

営業投資有価証券 598百万円

退職給付引当金 205百万円

役員退職慰労引当金 20百万円

貸倒引当金 166百万円

その他 191百万円

繰延税金資産小計  7,457百万円

評価性引当額 △7,457百万円

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   100百万円

繰延税金負債合計   100百万円

繰延税金負債の純額  100百万円

繰延税金資産     

税務上の繰越欠損金  3,651百万円

投資損失引当金     5,147百万円

賞与引当金   59百万円

営業投資有価証券    406百万円

退職給付引当金    208百万円

役員退職慰労引当金   21百万円

貸倒引当金    166百万円

その他有価証券評価差額金    755百万円

その他    199百万円

繰延税金資産小計 10,615百万円

評価性引当額  △10,615百万円

繰延税金資産合計  －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

税引前当期純損失が計上されているため記載しており

ません。　

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

税引前当期純損失が計上されているため記載しており

ません。　
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額     72,011円74銭

１株当たり当期純損失金額 13,055円05銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

１株当たり純資産額         551円19銭

１株当たり当期純損失金額       137円29銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

 

 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の

振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第88号。以下「決済合理化法」という。）による振替制度

への移行（株券電子化）に伴い、「決済合理化法」の施行日

の前日（平成21年１月４日）をもって普通株式を１株につ

き100株の割合で株式分割しております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業

年度における１株当たり情報については、以下のとおりとな

ります。 

 

１株当たり純資産額     720円12銭

１株当たり当期純損失金額 130円55銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

　（注）１．１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。

 
前事業年度末

（平成20年３月31日）
当事業年度末

（平成21年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 30,945   23,722

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
87  147

（うち新株予約権） （87） （147）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 30,857        23,575

 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）
428,511         42,771,890

   　　 ２. １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　当期純損失（△）（百万円） △5,596 △5,879

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る当期純損失（△）

 （百万円）
△5,596 △5,879

　普通株式の期中平均株式数（株） 428,717 42,823,787

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９種類

（新株予約権の数  1,734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。　

　新株予約権12種類

（新株予約権の数  2,476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。
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（重要な後発事象）
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　平成20年６月24日開催の第25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230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230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。

　当社は、平成21年４月28日開催の取締役会において、当社

の親会社である株式会社大和証券グループ本社（以下「公

開買付者」といいます。）による当社が発行する普通株式

（但し、株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」と

いいます。）が保有する当社普通株式及び当社が保有する

自己株式を除きます。）及び新株予約権（但し、当社が保有

する自己新株予約権（失効した新株予約権を含む）を除き

ます。）の全てに対する公開買付け（以下「本公開買付

け」といいます。）について、下記のとおり賛同の意見を表

明することを決議し、平成21年4月30日をもって金融商品取

引法第27条の10に基づく意見表明報告書を提出いたしまし

た。

 

１．公開買付者の概要

（1）商号　：　株式会社大和証券グループ本社

 （2）主たる事業の内容　：持株会社として、事業会社（有

価証券関連業を中核とする投

資・金融サービス業等）の支

配・管理　　　
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（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。 

 （3）設立年月日　： 昭和18年12月27日

 （4）本店所在地　： 東京都千代田区丸の内一丁目９番１ 

号

 （5）代表者　：　執行役社長　　鈴木　茂晴

 （6）資本金　：　178,324百万円

 （7）大株主構成及び持株比率　：

（平成20年９月30日現在）

ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー　５

０５２２３(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)

5.08％

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)

4.91％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 4.38％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.68％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４Ｇ) 3.39％

株式会社三井住友銀行 2.16％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４) 2.03％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社・住友信託退給口 1.77％

太陽生命保険株式会社 1.65％

日本生命保険相互会社 1.49％

 
（8）当社との関係

　　　資本関係　：平成21年4月28日現在、当社の発行済株式の

46.18%（19,841,920株）を保有しており

ます。　　　　　　
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

③　「新株予約権Ａ」の行使期間

平成20年７月１日から平成41年６月23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。

   　 人的関係　：当社の取締役のうち、有明一夫、脇水純一

郎及び嶋村佳秀は、公開買付者の役職員

出身者であります。　　　 

　　  取引関係　：当社は、公開買付者グループ（以下に定義

されます。）のうち、大和証券株式会社及

び大和証券エスエムビーシー株式会社よ

り投資見込先企業やファンド出資者の紹

介を受けております。 

      関連当事者へ  ：公開買付者は当社の親会社にあた　

の該当状況　    るため、関連当事者に該当しま 

                      す。　 

  

 ２.本公開買付等の概要 

　（1）買付けの期間

　　 平成21年４月30日（木曜日）から平成21年６月18日

（木曜日）まで（33営業日）

     なお、対象者の請求に基づく延長の可能性は該当

ありません。

　（2）買付等を行う株券等の種類及び価格

①普通株式　　　　　１株につき563円
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。

②新株予約権 

         イ   平成16年６月24日開催の定時株主総会の決

議に基づき発行された第２回新株予約権

   1個につき金1円

         ロ　 平成17年６月28日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2005年11月発行新株予

約権

1個につき金1円

         ハ　 平成17年６月28日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された第３回新株予約権

   1個につき金1円

         ニ　 平成18年６月27日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2006年９月発行新株予

約権Ⅱ

1個につき金1円 

         ホ　 平成18年６月27日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2006年８月発行新株予

約権Ⅲ

1個につき金1円

         へ　 平成18年６月27日開催の定時株主総会の決議

及び同年８月22日開催の取締役会の決議に

基づき発行された2006年９月発行新株予約

権Ⅰ                       

1個につき金1円

         ト　 平成19年６月26日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2007年９月発行新株予

約権Ａ

1個につき金1円

EDINET提出書類

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社(E05270)

有価証券報告書

164/190



前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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470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470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。

       　チ　 平成19年６月26日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2007年９月発行新株予

約権Ｂ 

1個につき金1円

         リ　 平成18年６月27日開催の定時株主総会の決議

及び平成19年８月28日開催の取締役会の決

議に基づき発行された2007年９月発行新株

予約権Ⅰ 

 1個につき金1円

         ヌ 　平成20年６月24日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2008年９月発行新株予

約権Ａ

1個につき金1円

         ル　 平成20年６月24日開催の定時株主総会の決議

に基づき発行された2008年９月発行新株予

約権Ｂ

1個につき金1円

　　　 　ヲ　 平成20年６月24日開催の定時株主総会の決議及び

同年８月26日開催の取締役会の決議に基づ

き発行された2008年９月発行新株予約権Ⅰ

    

1個につき金1円

　　　　　　（以下上記イからヲまでの全ての新株予約権を総称

して「本新株予約権」といいます。）

（3）買付価格の算定の基礎
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 
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」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。

　   ①普通株式

　　 　当社の収益性、資産性、将来性等の様々な要素を反映

し、当社株式の市場株価の動向及び本公開買付けの

見通し等を総合的に勘案し、決定されたものであり

ます。なお、本公開買付けにおける当社普通株式の１

株当たりの買付価格（以下「本公開買付価格」とい

います。）は、平成21年４月27日までの過去３ヶ月間

のジャスダック証券取引所における当社株式の終値

の単純平均値361円（小数点以下四捨五入。以下同

じ。）に対して55.96％（小数点以下第三位四捨五

入。以下同じ。）、平成21年４月27日までの過去１ヵ

月間の当社株式の終値の単純平均値432円に対して

30.32％、平成21年４月27日の当社株式の終値431円

に対して30.63％のプレミアムを加えた額に相当し

ます。

   　②新株予約権  

　　　 本新株予約権に関しては、１株当たりの行使価格は本

公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格である

563円を大幅に上回っていること（１株当たりの行

使価格１円を除く新株予約権）、いずれも当社の取

締役、執行役員及び従業員に対するストック・オプ

ションとして発行されたものであり、自己都合によ

る退任・退職又はその意思表示を行っていないこと

が権利行使条件となっていること等から、いず
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

１

分割又は併合の比率
 

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。
 

    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。

     れの場合も公開買付者が本公開買付けにより当該新

株予約権を買付けたとしてもこれを行使することが

できないおそれがあるため、当該新株予約権の買付

価格は、１円とすることに決定されたものでありま

す。
  
（4）買付予定の株式等の数 　  

     ①普通株式　　5,743,480株

     ②新株予約権　　248,100株 
  
（5）公開買付による所有株式数の異動　　

          買付前所有株式数

　　19,841,920株（所有比率　46.18％）

          買付後所有株式数　　

25,833,500株（所有比率　59.78％）

         （注）1　買付後所有株式数は、買付予定株式数

5,991,580株を買付けた場合の株式数で

あります。

　　 　　　　　2　買付後保有比率は、当社の発行済株式総数（自己

株式を含む）42,967,500株に上記（4）

②新株予約権248,100株を加えた

43,215,600株を基礎に算出しておりま

す。
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。

③　「新株予約権Ｂ」の行使期間

　　平成25年７月１日から平成30年６月23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。

      

３. 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由

　 ①　本公開買付けの概要

       公開買付者は、当社の普通株式19,841,920株（当

社が保有する発行済株式総数に対する所有株式の割

合（以下「所有株式数割合」といいます。）

46.18％）を保有し、当社の取締役の過半数を公開買

付者の役職員であった者が占めていることから、実

質的支配基準に基づき、当社を連結子会社としてお

ります。この度、公開買付者は、当社の主要株主であ

る三井住友銀行（所有株式数割合40.00％）が保有

する当社普通株式及び当社が保有する自己株式を除

いた当社の発行済全株式（本公開買付けにおける買

付け等の期間末日までに新株予約権の行使により発

行等した又は発行等される可能性のある当社普通株

式を含みます。）及び当社が保有する自己新株予約

権（失効した新株予約権を含む）を除いた当社の発

行済全新株予約権の取得を目的として本公開買付け

を実施いたしました。

 

②  本公開買付に賛同するに至った意思決定の過程     

  当社グループが行う投資業務は、その投資対象・

手法により、ベンチャー投資（以下「VC投資」とい

います。）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等

EDINET提出書類

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社(E05270)

有価証券報告書

168/190



前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。

 　　先端技術を有する企業やコンテンツ、サービスなどの

分野で独自のまたは新たな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

り支援を行うハンズオン型の投資を基本としており

ます。他方、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、非公開化を志

向する上場企業、事業承継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、ＭＢ

Ｏ（マネジメントバイアウト）等の手法により、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。これらの投資は

いずれも、国内外の投資家の拠出による資金で組成

したファンドを通じて行っており、当社グループは

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、及びその管理事務や有価証券の現物

管理などを代行することによる事務代行手数料を得

ております。
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

         現在、当社の経営環境は、VC投資及びバイアウト投

資ともに非常に厳しいものとなっております。平成

18年度に187社を数えた国内の新規上場企業数は、平

成19年度に99社、平成20年度には34社へ減少すると

ともに、新規上場価格も低迷しており、投資先企業の

投資資金回収環境の悪化は顕著なものとなっており

ます。さらに、米国に端を発した世界的な金融市場の

混乱による株価の下落や急激な為替の変動等の影響

から企業収益が急激に低下し、景気が急減速してい

る中、投資先企業の多くにおいても資金繰り状況の

悪化及び業績の悪化に伴い企業価値の低下が避けら

れず、多くのベンチャーキャピタルにおいては、保有

するVC投資先の営業投資有価証券に関して多額の引

当金を計上せざるを得ない状況になっております。

一方、バイアウト投資についてもVC投資同様、株式市

場の低迷や企業収益の悪化等による企業価値の低下

が避けられず、保有するバイアウト投資先の営業投

資有価証券に関して多額の引当金を計上せざるを得

ず、安定した収益を上げるのが困難な状況に陥って

います。

  　　 こうした状況に加え、現在のところ景気回復の見通

しが立たず国内株式市場が低迷する中、新規上場市

場を含む株式市場の大幅な回復の見込みは立ってい

ないことから、当社を取り巻く環境の厳しさは、一層

強まってくるものと予想されます。当社の経営成績

は平成21年３月期連結ベースでの純損失が5,804百

万円となり、平成20年３月期連結ベースでの純損失

である5,485百万円を上回る厳しい結果となってお

ります。

       このような環境下において、当社は、当社が中長期

的な企業価値の向上を実現するためには、機動的
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

  平成20年６月24日開催の第25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、

ストック・オプション（新株予約権）の内容を改定するこ

とを決議いたしました。

 「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300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

    　 300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。

　　 かつ柔軟な経営体制の下、投資案件発掘能力の更なる

強化、提案力や投資先企業の経営サポート力の一段

の強化、アジアを中心とした海外ネットワークの強

化を前提とする海外投資比率の拡大、バイアウト投

資の拡大、現在のような新規上場が困難な経済環境

下においても安定的な収益源を確保できるような新

規上場以外の投資回収方法の確立、さらには新たな

投資家のためのマーケティング体制の強化等、企業

体質の抜本的な改革を要する施策を円滑かつ迅速に

進めて行くことが必要であると考えております。 

 　　  しかしながら、当社は、上述のような中長期的な観点

での企業価値向上のための施策の実行過程において

は、短期的には、施策が軌道に乗るまでの間、コスト

負担が先行する等により業績に更なる悪影響を与え

る懸念があり、特に、アジア地域での展開に関して

は、成果が現れるまでには一定の時間を要する上、期

待通りの効果が得られるかどうかについて不確実な

要素が多数存在するため、当社の業績は相当な期間

に亘り不安定な状態が続くと予想されることから、

当社の株主の皆様の期待に添えない可能性があると

考えております。
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

       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20年以内

で、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、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、

当社と「新株予約権Ⅰ」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。

  　　 公開買付者は、当社による上記の各施策の実現のた

めには、プライベート・エクイティ投資事業の分野

における緊密な協力関係を今後も一層強化し、公開

買付者を中心とした企業集団（以下「公開買付者グ

ループ」という。）及び大手都市銀行の一角である

三井住友銀行を中心とした株式会社三井住友フィナ

ンシャルグループ（以下「三井住友フィナンシャル

グループ」という。）の国内外の強力なネットワー

クや各種リソースを最大限に活用し、当社に対し一

層の支援を提供することが不可欠であるとの認識に

至ったとのことであります。 

       当社としましても、当社が行う投資業務の基盤の

さらなる強化が当社の中長期的な企業価値向上のた

めには不可欠であり、これを実現するためには、当社

と公開買付者グループの経営資源をより緊密に連携

させることが必要と考えております。

       以上のような認識に基づき、当社は、公開買付者と

の間で上記の認識を共有し、当社の今後について慎

重に検討を重ねて参りました。そして、当社は、当社

の業績の不振が昨今の急激な経営環境の悪化に起因

するものであり、かつ、この経営環境が当面継続する

ものと見込まれる中で、当社が中長期的な視点に

立った企業価値の向上を実現していくためには、機

動的かつ柔軟な経営戦略を実行できる体制を構築す

ることが必要であり、逆に株主が多数存在する場合

には、業績の安定性への配慮から抜本的な改革や機

動的な施策を打ち出すことができず、かえって株主

全体の期待に背く結果を招くと判断いたしました。 
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

──────  ４．本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段

階買収に関する事項）

　　　 本公開買付けにより、公開買付者が三井住友銀行所有分

と合わせて当社の発行済全株式（自己株式を除きま

す。）を取得できなかった場合には、公開買付者は、本

公開買付け終了後、本覚書（以下５に定義されます。）

に基づき本件資本再構成（以下５.①に定義されま

す。）を実現するため、三井住友銀行と協力の上、以下

の方法により公開買付者及び三井住友銀行を除く当社

の株主に対して当社株式の売却の機会を提供しつつ、

公開買付者及び三井住友銀行が合わせて当社の発行済

全株式（自己株式を除きます。）を所有する手続きを

実施することを企図しており、下記に記載する手続を

実施する予定です。

       具体的には、本公開買付けが成立した後、公開買付　　

　者及び三井住友銀行は、①当社において定款の一部変

更を行い、当社を会社法の規定する種類株式発行会社

とすること、②上記①による変更後の当社定款の一部

変更を行い、当社の発行する全ての普通株式に全部取

得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項

についての定めをいいます。）を付すこと、及び③当社

の当該株式の全部取得と引換えに別個の種類の当社株

式を交付することの議案を付議議案に含む臨時株主総

会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催、並

びに上記②を付議議案に含む普通株主による種類株主

総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の開催

を当社に要請する予定であり、当社は、かかる要請に応

じて、本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催し、上

記各議案を付議する予定です。
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

  　　   上記各手続きが実行された場合には、当社の発行する

全ての普通株式に全部取得条項が付された上で、当社

が所有する自己株式を除く全てが当社に取得されるこ

ととなり、当社の株主には当該取得の対価として別個

の種類の当社株式が交付されることになりますが、か

かる取得の対価として交付されることとなる別個の種

類の当社株式が１株未満の端数となる株主に対して

は、会社法第234条その他の関連法令の定めに従い、当

該端数の合計数（１株に満たない端数は切り捨てられ

ます。以下同じ。）を売却することによって得られる金

銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計

数の売却金額（及びこの結果株主に交付されることに

なる金銭の額）については、本公開買付価格を基準と

して算定する予定ですが、その算定の時点が異なるこ

とから、本公開買付価格と異なることがあり得ます。ま

た、全部取得条項が付された当社の普通株式の取得の

対価として交付する当社株式の種類及び数は、現時点

では未定ですが、公開買付者及び三井住友銀行は当社

に対して、公開買付者及び三井住友銀行が合わせて当

社の発行済全株式（自己株式を除きます。）を所有す

ることになるよう、公開買付者及び三井住友銀行以外

の当社の株主に対し交付しなければな
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── 　　らない当社株式の数が１株に満たない端数となるよう要

請する予定です。

　　　なお、当社株式の取得対価として交付することとなる別

個の種類の当社株式について、上場申請を行う予定は

ありません。 

      上記①乃至③の手続きに関連する少数株主の権利保

護を目的とした会社法上の規定として、(ⅰ)上記②の

当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更に際

しては、会社法第116条及び第117条その他の関連法令

の定めに従って、反対株主がその有する株式の買取請

求を行うことができる旨が定められており、また、(ⅱ)

上記③の全部取得条項が付された株式の全部取得が臨

時株主総会において決議された場合には、会社法第172

条その他の関連法令の定めに従って、当該株式の取得

の価格の決定の申し立てを行うことができる旨が定め

られております。なお、これらの方法による１株当たり

の買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断

することになるため、上記(ⅰ)又は(ⅱ)の方法がとら

れた場合に株主が取得できる価格は、本公開買付価格

と異なることがあり得ます。これらの方法による請求

又は申し立てを行うに際しての必要な手続きに関して

は株主各位において自らの責任にて確認され、ご判断

いただくことになります。なお、上記①乃至③の手続き

については、関連法令についての当局の解釈等の状況、

本公開買付け後の公開買付者及び三井住友銀行による

株券等の所有状況並びに公開買付者及び三井住友銀行

以外の当社株主による当社株券等の所有状況等によっ

て、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可

能性があります。但し、その場合でも、公開買付者及び

三井住友銀行が合わせて当社の発行済全株式（自己株

式を除きます。）を所有することとなるよう、公開買付

者及び三井住友銀行以外の当社の株主に対しては、最

終的に現金を交付する方法の採用を予定しておりま

す。この場合における当該当社株主に交付する金銭の

額についても、公開買付価格を基準として算定する予

定ですが、この金額が公開買付価格と異なることがあ

り得ます。
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

        また、本新株予約権については、本公開買付けが成立

したものの当社の本新株予約権の全てを取得できな

かった場合は、公開買付者は、当社に対して、本新株予

約権を消滅させるために必要な手続を行うことを要請

し、当社は、かかる要請に応じて、本新株予約権を消滅

させるために必要な手続を行う場合があります。　　　

　　　上記各手続きの実施時期については、現時点では未定で

す。

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

──────  ５．公開買付者と当社の株主との間における本公開買付 

けへの応募に係る重要な合意に関する事項 　　

　　　公開買付者からは、公開買付者が、当社の主要株主であ

る三井住友銀行（所有株式数割合第２位）及び三井住

友銀行の完全親会社である三井住友フィナンシャルグ

ループとの間で、平成21年４月28日付覚書（以下「本

覚書」といいます。）を締結し、以下の事項について合

意しているとの報告を受けております。

①　　　当社の株主を公開買付者及び三井住友銀行のみとす

ること（以下「本件資本再構成」といいます。）に

合意し、その実現に向けて協力すること。

②　　　本件資本再構成を実現するために、公開買付者が本公

開買付けを実施することに合意すること。  

③　　　公開買付けにより、公開買付者が三井住友銀行所有分

と合わせて当社の発行済全株式（自己株式を除きま

す。）を取得できなかった場合には、協力して当社に

対し本件資本再構成を実現するために必要な手続き

を行うよう要請するものとし、株主総会における議

決権の行使その他本件資本再構成を実現するために

必要な行為を行うこと。  

      　なお、三井住友銀行は、三井住友銀行が保有する当

社普通株式について、公開買付けに応募しない方針

であります。
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

  ６.上場廃止等となる見込み

      当社の普通株式は、現在、ジャスダック証券取引所に

上場されていますが、公開買付者は、本公開買付けにお

いて買付けを行う株券等の数に上限を設定していない

ため、本公開買付けの結果次第では、ジャスダック証券

取引所の上場廃止基準（以下「上場廃止基準」といい

ます。）に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可

能性があります。また、当該基準に該当しない場合で

も、公開買付者は、公開買付けの終了後に、上記「４.本

公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買

収に関する事項）」に記載の各手続きを実行すること

により、公開買付者及び三井住友銀行が合わせて当社

の発行済全株式（自己株式を除きます。）を所有する

ことを予定していますので、その場合には上場廃止基

準に該当し当社の普通株式は上場廃止となります。

  以　上
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

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

キッセイ薬品工業株式会社 498,000 957

Hotung Investment Holdings Limited53,755,136 343

日清医療食品株式会社 262,500 250

株式会社仙台銀行 63,800 169

上海環球金融中心投資株式会社 2,000 100

株式会社池田銀行 20,000 83

株式会社秋田銀行 200,000 73

マイルストーンターンアラウンドマネジ

メント株式会社
2,250 54

株式会社マキヤ 88,000 46

新規事業投資株式会社 900 45

その他　24銘柄 1,265,664 329

  小計 56,158,250 2,452

計 56,158,250 2,452

【債券】

該当事項はありません。

【その他】

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 － 12

小計 － 12

投資有価証券
その他有

価証券

匿名組合出資金 － 7

その他 － 3

小計 － 10

計 － 22
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【有形固定資産等明細表】

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 625 － 0 625 340 41 285

構築物 9 － － 9 8 0 0

車両運搬具 4 － 4 － － 0 －

工具、器具及び備品 215 12 2 225 155 30 70

賃与資産 24 － 12 11 10 0 0

土地 991 － － 991 － － 991

有形固定資産計 1,870 12 20 1,862 514 72 1,347

無形固定資産                             

ソフトウエア 505 49 142 412 223 64 188

その他 15 － － 15 － － 15

無形固定資産計 520 49 142 427 223 64 203

長期前払費用 7 0 1 6 3 1 2

 

【引当金明細表】

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 11,871 4,781 3,938 63 12,651

貸倒引当金（流動） 30 － － 30 －

貸倒引当金（固定） 491 1 － － 492

賞与引当金 195 146 195 － 146

役員退職慰労引当金 49 27 24 － 53

　（注）１．投資損失引当金及び貸倒引当金（流動）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。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

（a）現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 1

預金     

当座預金 0

普通預金 11,580

小計 11,583

投資事業組合等出資持分相当額 12,970

合計 24,553

（b）営業投資有価証券
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区分 金額（百万円）

株式 17,925

債券 208

その他 0

投資事業組合等出資持分相当額 31,627

合計 49,761

②　負債の部

（a）借入金

相手先 金額（百万円）

短期借入金     

　株式会社三重銀行 2,000

　住友信託銀行株式会社 1,500

　株式会社山口銀行 1,000

　株式会社群馬銀行 500

　株式会社静岡銀行 500

　株式会社八十二銀行 500

小計 6,000

１年内返済予定の長期借入金     

　住友信託銀行株式会社 2,100

　株式会社山口銀行 500

　株式会社群馬銀行 500

　株式会社中京銀行 500

　株式会社広島銀行 500

　その他（注） 370

小計 4,470

長期借入金     

　住友信託銀行株式会社 2,500

　株式会社三重銀行 2,500

　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,500

　株式会社みずほコーポレート銀行 1,500

　株式会社あおぞら銀行 1,000

　その他（注） 4,100

小計 13,100

合計 23,570

　（注）金融機関等からの借入金であります。
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（b）関係会社借入金

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 9,880

小計 9,880

１年内返済予定の関係会社長期借入金     

　株式会社三井住友銀行 1,333

小計 1,333

関係会社長期借入金     

　株式会社三井住友銀行 8,167

小計 8,167

合計 19,380

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

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

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（注）２ 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座） 

東京都中央区八重洲二丁目３番１号

住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座） 

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 ──────

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.daiwasmbc-cap.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。

　（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．「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平

成16年法律第88号）の施行日の前日をもって単元株制度を採用いたしました。

 　　   ３. 平成21年６月26日開催の定時株主総会決議にて定款の一部を変更いたしました。当社定款の定めにより、単元

未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募

集新株予約権の割当てを受ける権利並びに会社法第166条第１項の規定による請求をする権利以外の権利を

有しておりません。
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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、金融商品取引法第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25期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月24日関東財務局長に提出

（2）四半期報告書及び確認書

第26期第１四半期（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）平成20年８月13日関東財務局長に提出

第26期第２四半期（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）平成20年11月13日関東財務局長に提出

第26期第３四半期（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）平成20年２月12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20年８月26日関東財務局長に提出

（4）臨時報告書

平成20年11月21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号の規定（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20年３月１日　至　平成20年３月31日）平成20年４月２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１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４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24日）平成20年７月３日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年７月31日）平成20年８月４日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成20年８月１日　至　平成20年８月31日）平成20年９月８日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年９月30日）平成20年10月３日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年10月31日）平成20年11月５日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成20年11月１日　至　平成20年11月30日）平成20年12月４日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成20年12月１日　至　平成20年12月31日）平成21年１月７日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年１月31日）平成21年２月６日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年２月28日）平成21年３月４日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年３月31日）平成21年４月３日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年４月30日）平成21年５月８日関東財務局長に提出

報告期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年５月31日）平成21年６月８日関東財務局長に提出

（6）有価証券届出書（新株予約権証券）の訂正届出書

平成20年９月４日関東財務局長に提出

平成20年８月26日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

（7）臨時報告書の訂正報告書

平成21年１月27日関東財務局長に提出

平成20年11月21日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
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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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独立監査人の監査報告書

  平成20年６月24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、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

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社の平成19年４月１日から平成20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20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）１．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。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成21年６月26日

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社  

 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

＜財務諸表監査＞　
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

る大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社（旧社名　エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社）の平成20年４月１日か
ら平成21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、大和Ｓ
ＭＢＣキャピタル株式会社（旧社名　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21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

　　重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成21年４月28日開催の取締役会において、株式会社大和証券グループ本社に
よる会社株式の公開買付について、賛同の意見を表明することを決議した。

 
＜内部統制監査＞　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、大和ＳＭＢＣキャピタル株式会

社（旧社名　エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社）の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査
を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の
責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報
告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書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。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、
評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含ん
でいる。当監査法人は、内部統制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、大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社（旧社名　エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社）が平成21

年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正
妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、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）１．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。
２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年６月24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、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

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第25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20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）１．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。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成21年６月26日

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社  

 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、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

る大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社（旧社名　エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社）の平成20年４月１日か

ら平成21年３月31日までの第26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、大和ＳＭＢ

Ｃキャピタル株式会社（旧社名　エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社）の平成21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

    重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成21年４月28日開催の取締役会において、株式会社大和証券グループ本社

による会社株式の公開買付について、賛同の意見を表明することを決議した。

 

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

 

以　　上

　（注）１．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。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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