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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第26期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第27期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第26期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

売上高（百万円） 5,413 1,718 11,931

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
1,052 △5,233 △10,822

四半期純利益又は四半期（当期）純

損失（△）（百万円）
775 △2,879 △5,804

純資産額（百万円） 79,620 55,865 62,086

総資産額（百万円） 122,862 101,514 107,758

１株当たり純資産額（円） 76,770.64 519.10 563.00

１株当たり四半期純利益金額又は１

株当たり四半期（当期）純損失金額

（△）（円）

1,809.32 △67.30 △135.55

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
1,807.13 － －

自己資本比率（％） 26.8 21.9 22.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△376 △60 1,107

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△26 △5 △40

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
250 △12 3,113

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（百万円）
7,959 12,213 12,288

従業員数（人） 211 213 207

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．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．第26期及び第27期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（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株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

　（１）連結会社の状況 平成21年６月30日現在

従業員数（人）     213　     

　（注）　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、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇

用人員が平成21年６月30日現在の従業員の総数の100分の10未満でありますので記載しておりません。

 

　（２）提出会社の状況 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 188     

　（注）　従業員数は就業人員であり、執行役員10名及び受入出向者10名を含んでおります。なお、臨時従業員については、

臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員が平成21年６月30日現在の従業員の総数の100分の10未満

でありますので記載しておりません。
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第２【事業の状況】

１【営業の状況】

（１）投資事業の概要

　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な未上場企業を対象に、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。

①　営業投資有価証券売上高

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

びに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。

当社グループ：当社及び連結子会社（投資事業組合等を除く）
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（２）投資の状況

   総投資実行額

 

前第１四半期連結累計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

 当第１四半期連結累計期間

自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

前連結会計年度
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) 社数 金額(百万円)

ＶＣ投資
エクイティ 18 1,983 6 289 59 8,642

社債等 － － 1 48 2 200

小計 18 1,983 7 337 60 8,842

バイアウト
投資等

エクイティ － － － － 3 2,701

小計 － － － － 3 2,701

合　　計 18 1,983 7 337 63 11,543

［参考情報］

ＶＣファンド等

への出資
7 461 7 167 13 629

総投資実行額＋

ＶＣファンド等への出資
25 2,445 14 505 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

 

前第１四半期連結累計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

前連結会計年度
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) 社数 金額(百万円)

ＩＴ関連 8 578 1 12 24 1,568

ライフサイエンス関連 4 540 1 100 10 4,133

金融 1 30 － － 3 560

サービス 2 574 1 48 7 1,158

流通・外食 － － 1 87 1 18

コンテンツ・メディア 3 259 2 80 9 512

その他 － － 1 10 6 889

合　　　計 18 1,983 7 337 60 8,842

　

　ＶＣ投資の地域別実行額

 

前第１四半期連結累計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

前連結会計年度
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) 社数 金額(百万円)

日本 16 1,406 7 337 52 7,543

米国 － － － － － －

アジア 2 577 － － 5 1,086

欧州その他 － － － － 3 212

合　　　計 18 1,983 7 337 60 8,842

EDINET提出書類

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社(E05270)

四半期報告書

 6/37



　 総投資残高

 
前第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円)

ＶＣ投資

エクイティ 990 96,136 806 86,784 830 89,548

 上場 16 2,529 15 1,405 14 1,123

 未上場 974 93,606 791 85,379 816 88,424

社債等 29 3,108 20 2,896 19 2,874

小計 1,006 99,244 818 89,681 841 92,422

バイアウト

投資等

エクイティ 13 22,139 11 21,404 12 22,037

 上場 1 2,041 1 448 1 448

 未上場 12 20,097 10 20,955 11 21,588

小計 13 22,139 11 21,404 12 22,037

合　　計 1,019 121,383 829 111,085 853 114,459

［参考情報］

ＶＣファンド等

への出資残高
61 8,549 58 8,256 58 8,449

総投資残高＋

ＶＣファンド等への

出資残高

1,080 129,933 887 119,342 911 122,909

 (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

 
前第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円)

ＩＴ関連 299 30,784 241 26,464 249 26,835

ライフサイエンス関連 130 17,030 122 19,660 124 19,602

金融 35 5,692 33 4,072 34 6,050

サービス 118 10,400 90 9,852 94 10,047

流通・外食 122 7,963 90 6,540 95 6,703

コンテンツ・メディア 76 7,948 66 7,486 64 7,406

その他 194 13,785 149 11,303 156 11,778

合　　　計 974 93,606 791 85,379 816 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

 
前第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円)

日本 909 78,685 733 70,531 756 73,483

米国 9 1,154 7 1,056 7 1,056

アジア 39 9,271 35 9,400 37 9,482

欧州その他 17 4,495 16 4,391 16 4,401

合　　　計 974 93,606 791 85,379 816 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20年４月１日　至　平成21年３月31日）　

　 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務
本社　　

所在地

国内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

  　　　当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務
本社　　

所在地

海外１社
　Trendchip Technologies Corp.平成21年６月18日 台湾

ADSLモデム向けICチップの

設計・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３社（国内２社、海外１社）が上場会社に買収されました。

       ㈱クオーク, ㈱ケーエスケー, SG Research Institute Inc.
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（４）ファンドの状況

①　ファンドの推移状況

 

前第１四半期連結会計期間末
平成20年６月30日現在

当第１四半期連結会計期間末
平成21年６月30日現在

前連結会計年度末
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)

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）

64255,726128,244101,205 61261,047101,337108,67561261,047110,694106,129

清算完了 29101,099－ 117,439 33107,599－ 125,30633107,599－ 125,306

合計 93356,826128,244218,644 94368,647101,337233,98294368,647110,694231,436

　（注）１．当第１四半期連結会計期間末及び前第１四半期連結会計期間末については、第１四半期連結会計期間末における各ファンドの中間決

算報告書に基づき、前連結会計年度末については、連結決算日における各ファンドの仮決算による財務諸表に基づいて集計しており

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。

前第１四半期連結会計期間末 674百万円

当第１四半期連結会計期間末 △900百万円

前連結会計年度末 △995百万円

 

②　ファンド設立の状況

　　　　前連結会計年度（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。

　

　　　　当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　

　　　（a）新規に設立したファンド

　　　　　　 該当事項はありません。

　

　　　（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。　　
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２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　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、「大和証券グループ本社」といいます。）は、平成21

年４月30日から平成21年６月18日までの期間、当社株券等に対する公開買付けを行い、平成21年６月25日（決済

日）をもって、当社普通株式24,300,342株、議決権の割合にして約56.75％を保有するに至っております。

　また、当社は、大和証券グループ本社及び株式会社三井住友銀行が合わせて当社の全ての発行済株式（自己株式を

除きます。）を所有することになるような資本再構成手続きを行うこととし、平成21年７月17日開催の取締役会に

おいて、当社定款の一部変更及び当社による全部取得条項付普通株式の全部の取得について、平成21年８月14日開

催予定の当社の臨時株主総会及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会に付議することを決議

いたしました。

　なお、上記臨時株主総会及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会に関する詳細は、「第５　経

理の状況　１　四半期連結財務諸表　重要な後発事象」に記載のとおりであります。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気後退の影響から、企業収益が大幅に低下

し、雇用情勢も一段と厳しさを増すなど、実態経済の悪化は深刻な様相を呈しております。

  また、当社の収益に大きな影響を及ぼす国内の新規上場市場においては、上場社数が前年同期と同様に僅か３社に

止まり、依然として厳しい環境が継続しております。

　その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,718百万円（前年同期5,413百万円）、経常損益は5,233百万円の

損失（前年同期1,052百万円の利益）となり、純損益は2,879百万円の損失（前年同期775百万円の利益）となりまし

た。　

　

　  投資事業部門の営業活動は、次のとおりです。

　

（投資活動の状況）

  当第１四半期連結会計期間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７社の337

百万円（前年同期18社の1,983百万円）となり、全て国内のＶＣ投資であります。

  バイアウト投資等においては、案件の精査・検討を進めておりますが、当第１四半期連結会計期間では具体的な投

資実行には至っておりません。　

　投資実行額及び投資残高の詳細については、「１　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）

　当第１四半期連結会計期間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、

海外の１社のみでありました（前年同期国内１社）。

　新規上場の状況の詳細については、「１　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）

　当第１四半期連結会計期間において、新規に設立したファンド及び追加出資によりコミットメント総額が増加した

ファンドはありません。　

　当第１四半期連結会計期間の投資事業組合管理収入は、管理報酬のみ376百万円（前年同期管理報酬452百万円、成功

報酬５百万円）でありました。

　ファンド設立の状況の詳細については、「１　営業の状況　（４）ファンドの状況」に記載のとおりです。
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（営業投資関連損益の状況）

　当第１四半期連結会計期間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

価証券売却損益は３百万円の損失（前年同期2,019百万円の利益）となりました。また投資先会社の直近の業績等を

考慮して、投資損失引当金繰入額4,452百万円（前年同期347百万円）及び営業投資有価証券評価損81百万円（前年同

期229百万円）を計上したことにより、営業投資関連損益は4,465百万円の損失（前年同期1,641百万円の利益）とな

りました。

　

営業投資関連損益

 
前第１四半期連結累計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

 　金額（百万円） 　金額（百万円）

営業投資有価証券売上高 4,945 1,333

　営業投資有価証券売却額① 4,747 1,261

　営業投資有価証券利息配当金 198 72

営業投資有価証券売上原価 2,956 1,346

　営業投資有価証券売却原価② 2,727 1,265

　営業投資有価証券評価損 229 81

投資損失引当金繰入額 347 4,452

営業投資関連損益 1,641 △4,465

営業投資有価証券売却損益（①－②） 2,019 △3

（営業投資有価証券残高の状況）

　当第１四半期連結会計期間末における営業投資有価証券残高は、88,669百万円（前年度末90,917百万円）となりま

した。

　なお、時価のある営業投資有価証券の取得原価と時価の差額は、時価が取得原価を超えるものが656百万円（前年度

末13百万円）、時価が取得原価を超えないものが40百万円（前年度末84百万円）であり、純額で615百万円時価が取得

原価を上回っております（前年度末71百万円時価が取得原価を下回っております。）。
　

（投資損失引当金の状況）

　当社及び当社グループが運営する投資事業組合等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。当第１四半期連結会

計期間においては、4,452百万円（前年同期347百万円）の引当を繰入れましたが、売却等により2,058百万円（前年同

期2,443百万円）の取崩等がありましたので、投資損失引当金残高は27,266百万円（前年度末24,871百万円）となり

ました。その結果、当第１四半期連結会計期間末における未上場営業投資有価証券残高86,229百万円（決算期が未到

来のファンドへの出資金等を除く）に対する引当率は、31.6％（前年度末27.8％）となりました。 　
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（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フローは60百万円のキャッシュアウトフロー（前年同期376百万円のキャッシュ

アウトフロー）となりました。これは主に組合で保有する営業投資有価証券の売却はあったものの、組合からの

分配が未だ行われていないこと、また、ファンドへの出資を行ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動によるキャッシュ・フローは５百万円のキャッシュアウトフロー（前年同期26百万円のキャッシュ

アウトフロー）となりました。これは主に有形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12百万円のキャッシュアウトフロー（前年同期250百万円のキャッシュ

インフロー）となりました。これは主に長期借入金の返済によるものです。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ74百万円減少し、

12,213百万円となりました。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。

（５）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、「（２）キャッシュ・フローの状

況」に記載のとおりであります。

　当第１四半期連結会計期間末の短期・長期の借入金合計は、前連結会計年度末比12百万円減少の42,937百万円

となりました。なお、当第１四半期連結会計期間末の長期借入金残高は、345百万円減少の20,921百万円となって

おります。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

（２）設備の新設、除却等の計画

　前連結会計年度末における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。また、当第１四半期連結会計期間

において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 105,600,000

計 105,600,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月12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 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

　

「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」

「2006年９月発行新株予約権Ⅰ」

「2006年９月発行新株予約権Ⅱ」

「2007年９月発行新株予約権Ⅰ」

「2007年９月発行新株予約権Ａ」

「2008年９月発行新株予約権Ⅰ」

「2008年９月発行新株予約権Ａ」

　

　上記の新株予約権については、当第１四半期会計期間において権利行使及び権利放棄がなされたため、当第１四半

期会計期間末において、残高はありません。　

　

　

　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８月発行新株予約権Ⅲ」

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 61（注）１,５

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 61（注）５

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,100（注）２,４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 4,303（注）３,４

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

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

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。

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
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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。

５．当第１四半期会計期間において、新株予約権282個が権利放棄されております。なお、自己新株予約権61個に

ついては、平成21年７月17日開催の取締役会決議により、消却しております。　
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②　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Ｂ」

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 32（注）１,５

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 32（注）５

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,200（注）２,４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,713（注）３,４

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

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

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。

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。

５．当第１四半期会計期間において、新株予約権327個が権利放棄されております。なお、自己新株予約権32個に

ついては、平成21年７月17日開催の取締役会決議により、消却しております。
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③　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Ｂ」

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 19（注）１,５

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 19（注）５

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,900（注）２,４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 992（注）３,４

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

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）３,４

資本組入額　 496

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。

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19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。

５．当第１四半期会計期間において、新株予約権451個が権利放棄されております。なお、自己新株予約権19個に

ついては、平成21年７月17日開催の取締役会決議により、消却しております。
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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21年４月１日～

平成21年６月30日
－ 42,967,500 － 18,767 － －

（５）【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、株式会社大和証券グループ本社による当社株式の公開買付が実施され

たことに伴い、株式会社大和証券グループ本社から大量保有報告書の写しの送付があり、平成21年６月18

日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、当社として実質所有株式数の確認ができません。

　なお、大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

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 24,300,342 56.56
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

 

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

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 500 561 562

最低（円） 386 559 540

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務

諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づい

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、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 34,033 35,998

営業投資有価証券 88,669 90,917

投資損失引当金 △27,266 △24,871

営業投資有価証券（純額） 61,403 66,045

営業貸付金 444 464

有価証券 12 12

その他 647 596

流動資産合計 96,540 103,118

固定資産

有形固定資産 ※1
 1,348

※1
 1,358

無形固定資産 215 203

投資その他の資産

投資有価証券 2,975 2,641

その他 ※2
 433

※2
 436

投資その他の資産合計 3,409 3,078

固定資産合計 4,973 4,640

資産合計 101,514 107,758
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 15,880 15,880

1年内返済予定の長期借入金 6,136 5,803

未払法人税等 23 71

賞与引当金 64 158

その他 920 594

流動負債合計 23,025 22,507

固定負債

長期借入金 20,921 21,267

匿名組合出資預り金 1,137 1,331

退職給付引当金 515 513

役員退職慰労引当金 48 53

固定負債合計 22,623 23,164

負債合計 45,648 45,672

純資産の部

株主資本

資本金 18,767 18,767

資本剰余金 6,782 6,823

利益剰余金 △2,166 713

自己株式 △277 △359

株主資本合計 23,106 25,944

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △877 △1,856

為替換算調整勘定 △3 △7

評価・換算差額等合計 △880 △1,864

新株予約権 － 147

少数株主持分 33,639 37,858

純資産合計 55,865 62,086

負債純資産合計 101,514 107,758
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高

営業投資有価証券売上高 4,945 1,333

投資事業組合管理収入 ※1
 458

※1
 376

営業貸付金利息 5 4

その他 4 3

売上高合計 5,413 1,718

売上原価

営業投資有価証券売上原価 ※2
 2,956

※2
 1,346

投資損失引当金繰入額 347 4,452

資金原価 135 138

その他 0 0

売上原価合計 3,439 5,937

売上総利益又は売上総損失（△） 1,973 △4,218

販売費及び一般管理費 ※3
 1,108

※3
 1,028

営業利益又は営業損失（△） 865 △5,246

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 144 43

持分法による投資利益 － 3

為替差益 63 －

その他 9 23

営業外収益合計 218 71

営業外費用

支払利息 30 47

為替差損 － 10

その他 － 0

営業外費用合計 30 58

経常利益又は経常損失（△） 1,052 △5,233

特別利益

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 30 －

新株予約権戻入益 － 110

特別利益合計 30 110

特別損失

投資有価証券売却損 － 0

特別損失合計 － 0

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益又は
純損失（△）

1,083 △5,123

匿名組合損益分配額 193 △193

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

889 △4,930

法人税、住民税及び事業税 30 10

法人税等合計 30 10

少数株主利益又は少数株主損失（△） 84 △2,060

四半期純利益又は四半期純損失（△） 775 △2,879
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

889 △4,930

減価償却費 35 34

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） △1,975 2,394

賞与引当金の増減額（△は減少） △135 △94

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18 △4

受取利息及び受取配当金 △145 △43

資金原価及び支払利息 166 185

持分法による投資損益（△は益） － △3

投資有価証券売却損益（△は益） － 0

固定資産除売却損益（△は益） △0 －

新株予約権戻入益 － △110

匿名組合損益分配額 193 △193

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 3,402 3,212

営業貸付金の増減額（△は増加） 20 20

組合帰属の現金及び預金の増減額（△は増加） ※2
 △2,735

※2
 △357

組合帰属の有価証券の増減額（△は増加） 25 0

未収入金の増減額（△は増加） 119 △6

その他 △207 △48

小計 △372 56

利息及び配当金の受取額 144 43

利息の支払額 △104 △108

法人税等の支払額 △44 △51

営業活動によるキャッシュ・フロー △376 △60

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 △9 △5

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 △10 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 1

その他 △8 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △26 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,500 1,500

長期借入金の返済による支出 △1,250 △1,512

自己株式の取得による支出 － △0

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 250 △12

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △158 △74

現金及び現金同等物の期首残高 8,118 12,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 7,959

※1
 12,213
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項の

変更

  他の会社等の議決権の50％超を自己の計算において所有しているにもかかわらず

当該他の会社等を子会社としなかった当該他の会社等の変動

減少

株式会社レーザーテクニカ

　

　（会計方針の変更）

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の

範囲の決定に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第22号　平成20年５月13

日）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。

２. 持分法の適用に関する事項

の変更

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

かかわらず当該他の会社等を関連会社としなかった当該他の会社等の変動

 ①増加

株式会社レーザーテクニカ

 ②減少

株式会社カンバス

株式会社キューサイ分析研究所

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１.法人税等の算定方法 法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しておりますが、納付税

額の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用し

ております。　

２.固定資産の減価償却費の算

定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結

会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。　

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１有形固定資産から控除した減価償却累計額は552百万

円であります。

※１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。

※２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。　

※２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） 84百万円 「その他」（会員権） 84百万円

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30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 452百万円

投資事業組合成功報酬 5百万円

投資事業組合管理報酬 376百万円

※２　営業投資有価証券売上原価には評価損が229百万円含

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81百万円含

まれております。

※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 364百万円

賞与引当金繰入額 106百万円

退職給付費用 42百万円

役員賞与引当金繰入額 6百万円

役員退職慰労引当金繰入額 6百万円

給与手当 349百万円

賞与引当金繰入額 64百万円

退職給付費用 53百万円

役員退職慰労引当金繰入額 8百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

　現金及び預金勘定 37,373百万円

　有価証券勘定 2,680百万円

　計 40,054百万円

　現金及び預金のうち組合帰属額 △29,414百万円

　有価証券のうち組合帰属額 △2,680百万円

　現金及び現金同等物 7,959百万円

　現金及び預金勘定 34,033百万円

　有価証券勘定 12百万円

　計 34,046百万円

　現金及び預金のうち組合帰属額 △21,819百万円

　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 12,213百万円

※２　現金及び預金のうち組合帰属額の増減額との関係 ※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
5,136百万円

　少数株主の出資に係る増加額 2,400百万円

　その他　 0百万円

　（差引）      

　組合帰属の現金及び預金の増

加額
2,735百万円

 

　現金及び預金のうち組合帰属　額の

減少額
△1,890百万円

　少数株主の出資に係る減少額 △2,248百万円

　その他　 0百万円

　（差引）      

　組合帰属の現金及び預金の増

加額
357百万円

 

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平

成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 42,967,500株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 151,110株

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。 

４. 配当に関する事項　

該当事項はありません。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　投資事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益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。

 

　当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　投資事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益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】

　前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。

 

　当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 アジア 米州 欧州その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 154 3 729 887

Ⅱ　連結売上高（百万円） －　 －　 －　 5,413

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
2.8 0.1 13.5 16.4

　（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。

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められます。

　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

営業投資有価証券に属するもの             

(1）株式 1,793 2,409 615

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

計 1,793 2,409 615

投資有価証券に属するもの             

(1）株式 2,265 2,248 △16

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

計 2,265 2,248 △16

合計 4,059 4,658 599

　前連結会計年度末（平成21年３月31日）

　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

営業投資有価証券に属するもの             

(1）株式 1,424 1,353 △71

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

計 1,424 1,353 △71

投資有価証券に属するもの             

(1）株式 2,267 1,918 △348

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

計 2,267 1,918 △348

合計 3,691 3,272 △419

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

１.ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　　　４百万円

２.権利放棄による失効により利益として計上した額

新株予約権戻入益　　　　　 110百万円　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額  519円10銭 １株当たり純資産額 563円00銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1,809円32銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1,807円13銭

１株当たり四半期純損失金額（△） △67円30銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

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第

１四半期連結累計期間における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

１株当たり四半期純利益金額 18円09銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
18円07銭

　  （注）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及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。    　

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30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
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）

（百万円）
775 △2,879

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損

失（△）（百万円）
775 △2,879

期中平均株式数（株） 428,511 42,790,902

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式増加数（株） 520 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要

―

　新株予約権12種類

（新株予約権の数  0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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当社は、平成21年７月17日開催の取締役会において、当社定款の一部変更及び当社による全部取得条項付普通株式

（以下において定義します。）の全部の取得について、平成21年８月14日開催予定の当社の臨時株主総会及び当社普

通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会に付議することを決議いたしました。

上記の臨時株主総会及び種類株主総会において予定どおりの承認決議がなされた場合、本定款一部変更等（以下に

おいて定義します。）の結果、当社普通株式は、株式会社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダック証券取引所」

といいます。）の上場廃止基準に該当することになりますので、当社普通株式は、平成21年８月15日から平成21年９月

14日までの間、整理銘柄に指定された後、平成21年９月15日をもって上場廃止となる予定です。

　上場廃止後は、当社普通株式をジャスダック証券取引所において取引することはできません。

　

（１）臨時株主総会及び種類株主総会に付議する議案の概要

①　定款の一部を変更して当社を会社法第２条第13号の規定する種類株式発行会社とします。

②　定款の一部を変更して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。以下同じ。）を付します。

③　全部取得条項の付された当社の発行する普通株式（以下「全部取得条項付普通株式」といいます。）の全

部の取得と引換えに他の種類の当社株式（以下「Ａ種種類株式」といいます。）を交付します。この際、株

式会社大和証券グループ本社及び株式会社三井住友銀行以外の全部取得条項付普通株式の各株主（但し、

当社を除きます。）に取得対価として割り当てられる他の種類の当社株式の数は１株未満の端数となる予

定です。

（以上①から③を総称して、「本定款一部変更等」といいます。）　

　

（２）定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関する日程の概略（予定）　
　

　  臨時株主総会及び普通株式を有する株主を構成員とする

　　種類株主総会の招集に関する取締役会決議
平成21年７月17日（金）

　　臨時株主総会及び普通株式を有する株主を構成員とする

　　種類株主総会開催
平成21年８月14日（金）

　　種類株式発行に係る定款一部変更の効力発生日 平成21年８月14日（金）

　　整理銘柄への指定 平成21年８月15日（土）

　　当社普通株式の売買最終日 平成21年９月14日（月）

　　当社普通株式の上場廃止日 平成21年９月15日（火）

　　全部取得条項付普通株式全部の取得及び株式交付の基準日 平成21年９月24日（木）

　　全部取得条項の付加に係る定款一部変更の効力発生日 平成21年９月25日（金）

　　当社による全部取得条項付普通株式全部の取得

　　及びＡ種種類株式交付の効力発生日
平成21年９月25日（金）
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２【その他】

　該当事項はありません。
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月13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項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエヌ・アイ・エフＳ

ＭＢＣ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第１四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連

結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

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四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、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実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、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６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　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、レビュー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（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月12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項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大和ＳＭＢＣキャピ

タル株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期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四

半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、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実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年７月17日開催の取締役会において、定款の一部変更及び会社に

よる全部取得条項付普通株式の全部の取得について、平成21年８月14日開催予定の臨時株主総会及び種類株主総会に付議

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、レビュー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（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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